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はじめに 

 

製造業の生産現場では、これまで公害問題を克服するために産学官を挙げた様々な取組がなさ

れ成果を上げてきましたが、①ＶＯＣ排出抑制といった大気汚染防止への取組、②土壌や地下水

汚染防止対策、③その他有害物質・有用物質の回収による廃棄物の削減と資源の有効活用等、引

き続き環境負荷低減に向けた取組が求められています。 

 

関東経済産業局（以下「当局」という。）では、平成３０年度「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（以下「前年度調査」という。）において、管内中堅・中小企業の個

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社に派遣する専門

家派遣事業を実施しました。 

 

その結果、専門家派遣制度として運用するための検討を行うことの必要性が指摘されるととも

に、派遣対象分野の拡大や自治体、産業支援機関、公設試験研究機関と連携した事業実施、派遣

先企業への周知方法の検討等の提言がなされたところです。 

 

そのため、本調査事業では、昨年度に続き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専門家派遣制度の実現、更なる政策提言につなげることを目的

とし事業を実施したところです。 

 

また、環境負荷低減関連支援セミナーとして製造業の環境負荷低減を目的としたセミナ

ーを管内２か所（東京都、千葉県）で開催しＶＯＣ排出抑制を中心に産業公害防止対策に

資する総合的なテーマで実施し、専門家派遣事業についても紹介したところです。  

  

本報告書が、広く中小企業の製造現場における環境負荷に係る課題解決に役立つものと

なれば幸甚に存じます。  

 

 最後に、本調査にご協力いただきましたアドバイザリー会議の委員の皆様、業界団体、

さらに専門家派遣事業にご協力いただきました企業の皆様にこの場をお借りして厚く御

礼申し上げます。  

 

令和２年３月  

 

 

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  
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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 社の中小企業等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、平成 28 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、さらに中小企業等の環境技

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。  

中小企業等へのヒアリングを行った結果、中小企業等においては、人的・金銭的不足のため、

環境改善に資する専門人材を自社内に置くことができず、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多く存在することが確認された。  

また、平成 29 年度「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」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具体的な対応を検討し、中小企

業等にも実現可能な方策など、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

意見が出されたところである。 

過去２年にわたる調査結果から、人的要因により対応が不十分となっている課題については、

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の示唆

が得られたところである。 

そこで、これらの結果を踏まえ、平成 30 年度「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」（以下「前年度調査」という。）事業では、試行的事業として、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、中小企業等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、中小企業等の環境負荷低減に向けた今後の政策提言につなげる

ことを目的に専門家派遣事業を実施し、一定の成果が得られたところである。  

今回の令和元年度調査事業では、前年度調査事業で得られた課題、及びアドバイザリー会議で

の意見を踏まえ、一部運営方法を見直し、事業を実施することとした。  

 

他方、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（昭

和 43 年法律第 97 号）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。この対策の結果、自主的取組を実施した産業界の削減率は 58％に達し、今後も VOC 排出抑

制に関わる事業者の自主的取組をさらに拡充させることが必要と指摘されている。  

しかし中小企業等については、VOC 対策に係る負担感が大きく、自主的取組を行っていない事

業者が多く存在する。平成 30 年度実施したセミナー時のアンケート調査でも、自主的取組を実
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施できない理由として、資金・組織体制の不足の他、「実施可能な対策技術と経済性が両立しない」

「対策技術やその効果・コストに関する情報が不足」「自社に適した対策技術が分からない」とい

った意見も多く挙げられ、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

存在することが推察された。  

そこで、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

企業等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等に

も取り組みやすい改善方法等を具体的に紹介するセミナーの開催により、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メリット（作

業環境やコスト削減等）、取組事例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とした。さらに自主的に取り組もうとする中小企業等に、VOC

対策の専門家を派遣し、当該中小企業等の VOC 管理実態を踏まえつつ、具体的な助言をするこ

とで、実態にあった VOC 排出抑制策を拡充していくこととした。 

さらに今年度は、昨年度の課題となっていた専門家派遣事業の周知・浸透を進めることも目的

に、環境負荷低減セミナーとの一体的な事業実施での相乗効果を狙った運営をすることとした。  

環境負荷低減セミナーにより、中小企業等への環境負荷低減の普及啓発、及び専門家派遣事業

の周知と浸透を進めながら、個別企業への専門家派遣を行うことで、VOC の排出抑制等、中小企

業等の環境負荷低減の取組のきっかけとなる専門家派遣事業スキームを確立することを目的に事

業を実施した。  

 

（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等のうち、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。  

 

（３）派遣事業の実施体制  

中小企業等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。派

遣先企業を公募当初は、技術専門家として、塗装工程・洗浄工程・排水処理の環境対策に精通し

た専門家、総合調整の専門家として中小企業等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を置くこととした。 

このうち総合調整の専門家は、事前ヒアリングで中小企業等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対して有用な情報提供をすることで、本事業のハンドリングをしてい

ただく役割とした。 

また、派遣先企業へ派遣する技術専門家選定への助言、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。  

 

  



8 

 

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。  

 

事業実施の流れ 

 

 

①アドバイザー及び専門家の選定。 

②専門家派遣を希望する企業の募集。（募集企業は 10 社を目標） 

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、派遣希望先企業に事前ヒアリングを実施。 
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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技術専門家を選定。 

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。 
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２．専門家派遣事業実施結果  

（１）アドバイザー及び専門家の選定  

 アドバイザーとして、局内外から以下の５名を選定した。外部アドバイザーのうち４名は、い

ずれも平成 30 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」アドバイザリー会議のメンバーであり、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。 

 また当局内からは、専門家派遣モデル「川崎モデル」にも関与した経験を持つ青木電源開発調

整官をメンバーに加えた。 

 

アドバイザー（敬称略） 

梅木 義彦 日本産業洗浄協議会シニアアドバイザー  

片山 眞司 アネスト岩田株式会社先端技術研究所 EAC 技術センター顧問  

佐藤 貢  一般社団法人エコステージ協会全国理事  

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  

青木 宏  関東経済産業局資源エネルギー環境部電源開発調整官  

 

 専門家として、以下の８名＋１団体を選定した。中小企業等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、工業塗装、産業洗浄、排水処理、産業廃棄物についてそれぞれ１～２

名を選定した。 

 

専門家（敬称略） 

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   （総合調整）  

一般社団法人東京環境経営研究所 コーディネーター          （総合調整）  

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       （工業塗装）  

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

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（産業洗浄）  

中川 武  一般社団法人日本表面処理機材工業会副会長        （排水処理）  

小林 厚史 水 ing 株式会社  開発統括 開発管理・推進部 参事     （排水処理）  

田部 和生 エコスタッフ・ジャパン株式会社代表取締役        （産業廃棄物）  

齋藤 光男 エコスタッフ・ジャパン株式会社調査・教育開発部長    （産業廃棄物）  

 

（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、令和元年８月２日から８月 26 日まで当局、ならびにエコ

ステージ協会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、10 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  

 総合調整の専門家である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
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望企業 10社への事前ヒアリングを実施した。５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。 

 また専門家派遣先企業 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。ただし、うち１社については、事業の都合上、専門家派遣が実施できなかった。 

 

事前ヒアリング実施日と環境面の課題、専門家派遣状況 

 

 

 

01
A社

8月30日

・排水処理：排水処理が排水に対して、追い付いていないこと
・排水（回収、リサイクル）処理：
 現在12～13ｔ／月、廃ニッケルメッキ液を排出しているが、ここ
からニッケルを回収し、リサイクルしたい

日本表面処理機材工業会　副会長
中川 武氏

9月18日

02
Ｂ社

8月23日

・排水処理工程：
現在の排水処理設備は適切なものか、助言を貰いたい
・廃棄物処理：
処理コストの削減の可能性について助言を貰いたい

水ing株式会社
開発統括 開発管理・推進部参事
小林 厚史氏

9月26日

03
Ｃ社

9月10日
・廃棄物処理：
金属研削工程から発生するチタン・アルミ、ガーネット汚泥の廃
棄費用の削減

エコスタッフ・ジャパン株式会社
調査・教育開発部長
齋藤 光男氏

1月21日

一般社団法人国際興業塗装高度
化推進会議　理事長
窪井 要氏

12月11日

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
杉田 雅幸氏

1月20日

05
Ｅ社

9月3日 ・塗装工程：実作業上の問題がないか指導を受けたい
一般社団法人国際興業塗装高度
化推進会議　理事長
窪井 要氏

12月11日

06
Ｆ社

11月5日
・洗浄工程：
サポート材の洗浄方法、廃棄方法について確認したい

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
杉田 雅幸氏

1月20日

07
Ｇ社

10月1日
・洗浄工程：
将来的なトリクロロエチレンの使用禁止等を見越したトリクロロ
エチレンの排出削減策について教えてもらいたい

日本産業洗浄機器協会
シニアアドバイザー
久保 武敏氏

1月28日

08
Ｈ社

10月1日
・洗浄工程：
トリクロロエチレンの使用適正化

－
実施

できず

上記
Ｈ社
別工
場

10月1日
・洗浄工程：
・トリクロロエチレンの大気流出防止策の検討

－
実施

できず

09
Ｉ社

10月2日
・洗浄工程：
トリクロロエチレンの健康被害（臭い）および環境汚染への対策

日本産業洗浄機器協会
シニアアドバイザー
久保 武敏氏

11月26日

10
Ｊ社

10月2日
・洗浄工程：
トリクロロエチレンの使用適正化

日本産業洗浄機器協会
シニアアドバイザー
久保 武敏氏

11月26日

04
Ｄ社

9月27日
・洗浄工程：脱脂・洗浄方法に対する助言
・塗装工程：工程改良ポイントに関する助言

番号

事前ヒアリング

事前
訪問日

事前ヒアリング等で把握した環境面の課題 派遣専門家

専門家派遣

第２回目第１回目
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（４）事後アンケート調査の実施  

 専門家派遣先企業９社に対し、専門家派遣事業終了後にアンケート調査を実施した。  

アンケート実施結果は、以下の通りである。  

 

 

 ９社のうち、「どちらかといえば不満」という１社回答があったが、それ以外は「大変満足」、

「どちらかといえば満足」との意見だった。  

 

 アドバイスは、「大変役に立った」が１社、「役に立った」５社で派遣企業の２／３は、何らか

の役に立ったとの回答を得た。  

 

 

有効性の理由 社数 

課題解決の方法が明確になった 6 

アドバイスが実務的・具体的であった 3 

専門家が熱心、丁寧であった 3 

課題が明確になった 1 

最新の情報が得られた 1 

関連分野まで幅広い情報が得られた 1 

課題が解決できた 0 

その他 0 

 

問１有効性の理由（MA，n=6） 



13 

 

 「大変役に立った」「役に立った」と回答した６社の理由としては、「課題解決の方法が明確に

なった」が６社、「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」がそ

れぞれ３社、「課題が明確になった」「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」がそれぞれ１社であった。  

 

 

不満の理由 社数 

アドバイス内容が一般的であった 3 

最新の情報が得られなかった 2 

狭い範囲の情報しか得られなかった 1 

期待していた内容と違っていた 1 

専門家がミスマッチであった 0 

 「あまり役に立たなかった」と回答した３社の理由としては、「アドバイス内容が一般的であっ

た」が３社、「最新の情報が得られなかった」が２社、「狭い範囲の情報しか得られなかった」「期

待していた内容と違っていた」がそれぞれ１社であった。 

 

 時間については、「適切」との回答が８社、「やや短かった」との回答が１社であった。  

 

 

 派遣のプロセス（事前ヒアリング後に専門家を派遣する仕組み）と回数については、「適切」が

６社、「やや少ない」が２社、「少ない」が１社であった  

89% 

11% 

問１（３）時間の妥当性（SA，n=9） 

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 

67% 

22% 

11% 

問１（４）派遣のプロセスと回数の妥当性（SA，n=9） 

1.多い 

2.やや多い 

3.適切 

4.やや少ない 

5.少ない 

問１有効性の理由（MA，n=3） 
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 次年度以降の参加希望は、「希望する」が３社、「現時点では不明」が６社であった。 

 

専門分野 社数 

廃棄物減量化、処理 6 

省エネ・地球温暖化防止  4 

産業洗浄 3 

工業塗装 2 

排水処理 2 

省資源・節水 2 

化学物質管理 2 

土壌汚染防止 0 

その他 1 

 

 派遣希望分野は、「廃棄物減量化、処理」が６社、「省エネ・地球温暖化防止」が４社、「産業洗

浄」が３社、「工業塗装」「排水処理」「化学物質管理」「省資源・節水」がそれぞれ２社であった。  

 またその他としては、「機械加工技術、塑性加工技術」との回答であった。  

 

 

37% 

63% 

問２（１）次年度以降参加希望（SA，n=8） 

1.希望する 

2.希望しない 

3.現時点では不明 

25% 

75% 

問２（２）②有料利用意向（SA，n=8） 

1.有料でもぜひ利用したい 

2.料金次第では利用したい 

3.有料であれば利用したくない 
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 「料金次第では利用したい」が２社。「有料であれば利用したくない」６社であった。  

 

自由記述の内容としては、下記のような回答があった。  

自由記述内容  

・弊社として、初めてこう云ったプログラムを活用させて頂きました。  

協力メーカー等以外で、専門性の高い第三者視点のアドバイスを受けられる善い機会だと

感じています。  

・可能であれば、1 タイトル当たり、3 回程度の場を設けられると、具体的な改善活動等に

繋げられるかと考えます。  

・来社して頂く専門家の方には、我々が思いつく内容ではなく、専門家としての知識を活か

し、我々が思いつかないようなことを助言して頂きたい。  

・事務連絡が不足していると感じる。事前聞き取り後、数カ月連絡がなく、専門家派遣対象

から外れたと思っていたが、突然派遣日程の連絡があった。派遣対象になったと連絡を頂

きたい。 
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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（最初に中小企業等の現場に詳しい専門家、その後、技

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 
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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：                                     ） 

 

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．廃棄物減量化、処理 

５．省エネ・地球温暖化防止  ６．省資源・節水  ７．土壌汚染防止  ８．化学物質管理 

９．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．事後アンケートから得られた課題 

 ここでは、派遣先企業への派遣後のアンケート結果から、今年度の専門家派遣事業の成

果と課題について整理した。 

 

（１）派遣先企業へのアンケート調査結果 

◯「満足」、「役に立った」という評価は、９社中８社から得られた。 

・派遣先企業９社中、８社から専門家派遣事業に「大変満足」「どちらかといえば満足し

ている」という回答を得た。 

 ・専門家のアドバイスは、「役に立った」「大変役に立った」が合わせて８社であった。

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。 

 ・本専門家派遣事業の主目的である課題への対応については、「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件となった。

上記８社は、専門家派遣事業の活用を通じ、なんらかの環境改善に向け前進できたと

言える。 

◯「アドバイスがあまり役立たなかった」という評価を、３社からいただいた。 

・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、「アドバイス内容が一般的で

あった」「最新の情報が得られなかった」「狭い範囲の情報しか得られなかった」「期待

していた内容と違っていた」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。 

 ・なお、３社のうち１社は、高い技術を保有し、技術サーベイを自ら実施している企業

であり、今回、専門家が持参した提案も、すでに検討していたため、期待していた内

容に応えることができなかったと推察される。 

 

（２）企業を訪問した専門家のコメント 

◯竹内専門家 

・事例 03 は、事前ヒアリングの際に、社長が不在であった。ところが、専門家が訪問し

た時に、社長が参加したことにより、社長からいろいろな経緯や情報が開示されてい

る。担当者だけでは、権限の問題等から、本当に解決したい問題点や経営者が意図す

る課題を把握できない場合があることも留意すべきではないか。 

・事前ヒアリングの時に、社長同席を条件にすることも検討してはどうか。 

・４年間の調査で、約 70 機関を回ったが、多くの企業が環境対策で課題を抱えていた。

そこでは、企業が自覚していない問題も散見された。しかし、環境の専門家に相談す

ることに躊躇する傾向が見られた。経営相談等で環境問題の相談実績が少ないが、環

境の専門家に相談するニーズがないとは言えない。 

・中小企業の多くは、20～30 年の設備を使い続けている。しかし技術者の退職等で、設

置当初の設備について、分かる人がいなくなりつつある。現場の担当者も運用はでき
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るが、技術者は、自社の環境システムがどうあるべきか判断できなくなっている。設

備更新に関する解決の支援をしないと不適切な設備を導入してしまうリスクがある。 

・適切な専門家を探し、紹介するシステムが必要ではないか。紹介できる専門家ありき

ではなく、企業の課題に適した専門家を探して紹介するシステムが必要である。 

◯杉田専門家 

・事例 06 は、事前ヒアリングの時に、ほぼ疑問点は解消していた。そのため専門家が行

っても、新たな課題は得られず、新たな情報提供も難しかった。 

・事前ヒアリングの後、専門家派遣の判断により、専門家派遣をせずに終了とする事例

があっても良いとすべきではないか。 

◯小林専門家 

・事例 02 の場合は、何回も訪問することを検討すべき案件だったと思う。今回は、当初

の課題に対する状況を確認し、その状況に対して助言できたので、一旦終了とした。 

・しかし、現場視察をした際、気になる点があった。何度か訪問できれば、気になる点

を確認し、派遣先担当者とより深く協議ができたかもしれない。 

・１回の訪問では訪問先もあまり深い話をしてくれない。１回目の訪問で行った調査の

結果を整理してその報告を２回目の訪問として行うなど、複数回訪問ができるよう調

整してもらえるとありがたい。 

◯久保専門家 

・新潟県央地区の３事例のうち２事例は、20 年前の洗浄機であり、いずれオーバーホー

ルすることになる。その時に 300 万程度の費用がかかると見込まれる。その時が、設

備更新するチャンス。設備更新を考えている企業に、補助金と共に運用コスト試算の

比較、環境配慮型機器の紹介することを検討しても良いのではないか。 

◯松浦アドバイザー 

・経験的に、専門家が行っても、最初は本当に困ったことをなかなか言ってくれない。

企業のことをよく知っている人がヒアリングすると良い。 

・まずは信頼関係を醸成することが重要で、そのためには何度か通うことが望ましい。 

・適切な専門家を探すことが重要ではないか。川崎市では「川崎モデル」を、川崎市自

身が他の自治体に拡げ、自治体ネットワークを構築しようとしている。八王子市、富

士宮市、埼玉県、草加市 などが参画している。 

・金融機関が、融資の可否を判断する際に、融資先企業の環境対策についてヒアリング

をするが、その際には、社長が対応し、きちんと答える。関東経済産業局が同席せず

民間だけでヒアリングする方法も検討すると良い。 

◯片山アドバイザー 

・参加を促すには、SDGs や ESG を推進している大手企業等の発注元から言ってもらう

のが効果的だと思う。  

 

（３）アンケート調査結果の考察 

・昨年度同様、派遣先企業へ事前ヒアリングを実施した。事前ヒアリングでは、当該企

業が抱えている環境対策面での課題や現場の状況、専門家への期待を把握することが

できた。その結果、専門家が課題に対して事前に準備することが可能となり、よりニ
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ーズに合わせた詳細な議論、ならびに助言を行うことができ、満足度につながったと

考えられる。 

・今回、派遣した企業は、自社内に環境に関する専任技術者がいない企業がほとんどで

ある。そのため、現在の環境対策に問題がないという企業でも、現在契約している排

水設備の設置企業や廃棄物処理の企業の見解だけで実施しており、専門家の目から見

て最適な対策となっているか、アドバイスを得られることは有益と評価につながった

と推察する。 

・昨年度と同様、今年度も派遣先企業の募集には苦戦した。環境負荷低減セミナーとの

一体的な運営、県や産業支援機関等との提携などを強化、見直しすることにより、専

門家派遣事業の周知をより一層きめ細やかに行っていく必要がある。 

・「アドバイス内容が一般的」や「最新情報が得られなかった」については、専門分野に

よっては、あまり新しい取組等がなく、十分な情報を提供できなかったことが一つの

要因になると思われる。しかし、これらの企業は、自力で情報収集ができるとの見方

もあり、そもそもこの事業の目指す自社に専門的な知識を持つ人材のいない中小企業

等向け事業の対象としていない企業になるとの解釈も成り立つとも思われる。この点

は、派遣企業募集において、検討の余地があるのではないか。 

  ・専門家の調整に難航など、８月の応募に対する派遣が 12～１月になったケース等、ス

ピーディ―な対応が難しかったケースもあり、円滑な事務局運営等、体制の強化をし

ていくことが必要である。 
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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等として、福岡県、新潟県、宮城県の事例を

取り上げ、調査を行った。 

 

１．公益財団法人 福岡県中小企業振興センター 

福岡県中小企業振興センターでは、福岡県内に主たる事業所があり、中小企業基本法第 2

条に規定する中小企業者であり、操業や経営革新を目指すことにより経営の向上を図ろう

とする企業を対象に、専門家派遣事業を実施している。専門家は登録制になっており、企

業からの要請内容に応じてマッチングがなされる仕組みである。登録専門家の人数は令和

元年 2 月現在で 165 名であり、半分以上の専門家については専門分野別にホームページに

掲載されている。 

 

 専門家派遣の流れは以下の通りである。 

 

（出所）公益財団法人福岡県中小企業振興センター 

 

本事業においては、専門家派遣に係る費用に関して、福岡県による補助がある点が特徴

的である。派遣に係る謝金および旅費の 3 分の 2 を福岡県が補助するという仕組みになっ

ており、これによって企業の負担は派遣 1 回につき 11,200 円と抑えられている。また、福

岡県の承認等を受けた企業が計画の実行に取り組む際に本事業を利用する場合、チャレン

ジ企業として企業負担費の 1 回分が無料となる。金銭面でのハードルを下げることで中小

企業が利用しやすい制度にしようとしていることが推察される。 

本事業の主な支援内容としては経営戦略から ISO や HACCP 認証取得など多岐にわたる

が、ヒアリングの結果から環境・リサイクルにフォーカスした支援の実施事例はほとんど

なく、ISO 取得を目的としその中で EMS に触れることがある程度であるということが判明

した。中小企業の経営現場における環境のプライオリティは低く、ニーズがないために環

境に関する専門家も設置していないというのが現状のようである。ヒアリングを実施した

担当者の方からは、設備投資計画等の金銭に絡む事項を考える中で、環境負荷低減につい

ても考えるとした方が中小企業としても取り組みやすいのではないかという意見もいただ

いた。 

都道府県などの自治体の支援を受け、中小企業が取り組みやすい派遣事業にしていくと

いう点は本事業が先進的であり、今後の専門家派遣事業推進においても重要な論点であろ

う。一方で環境に対する中小企業のプライオリティは低いことも勘案し、今後の事業推進

においては、派遣を受ける側である中小企業に取り組みたいと思わせるような専門家派遣

メニューの拡充等が必要であると推察される。 
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２．公益財団法人 にいがた産業創造機構 

にいがた産業創造機構（NICO）は「中小企業者の経営にかかる相談、助言等の総合的支

援に関する事業」を主たる事業内容の一つとし、新潟県内の中小企業等に対し専門家派遣

事業を行っている。登録している専門家は 190 名であり、それぞれに公的資格や対応可能

な業種を NICO のホームページ上で公開している。ここでの特徴としては、それぞれの専

門家が代表的な支援内容やスケジュールを組成したパッケージプランを公開している点で

あり、これによって支援の受け手となる中小企業が専門家派遣のイメージを持ちやすくな

る効果があると推察される。 

 

NICO 専門家検索ページ 

 

（出所）NICO ホームページ 

 

本事業では中小企業の経費負担が 2 通りに分かれており、小規模企業としての条件（製
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造業その他：従業員 20 人以下、商業・サービス業：従業員 5 人以下）に該当する場合の派

遣申請者負担は 1/3、その他一般枠に該当する場合の負担割合は 1/2 となる。派遣回数も中

小企業と専門家が必要性に応じて自由に決められるようになっており、小規模企業の資金

制約等に配慮した柔軟な派遣を可能にしているものと思われる。 

他方、専門家派遣のメニューに関しては、専門家の得意領域や取組事例から判断するに、

環境負荷低減に関するものは少ないように見受けられる。別の事例にもあるように中小企

業の環境に対するニーズが低いためと考えられるが、これに対しては本報告書にある VOC

排出セミナーのような取組を通じて、先ずは中小企業の環境に対する意識を変えていくよ

うな取組も、専門家派遣事業と併せて行っていく必要があると推察される。 

 

３．宮城県 

都道府県レベルで自治体が主体となって環境関連専門家派遣の取組を進めている事例と

しては、宮城県の取組が挙げられる。 

宮城県では 2016 年から環境産業コーディネーターを設置し、産業廃棄物の 3R 推進、再

生可能エネルギーの利用や省エネルギーの推進、これらの取組などを通じた環境関連産業

の振興のために専門家派遣を行っている。専門家は民間企業において製造業等の工程管理

や品質管理、環境管理等に携わった経験を有する者が選定されており、非常勤の県職員と

して採用されている。なお、宮城県の当該ホームページでは各専門家の主な業務経験と主

担当を顔写真付きで公開しており、企業が安心して事業に申し込むことが出来るための工

夫であると推察される。当事業の特長としては被派遣企業の費用負担が無料という点が挙

げられる。これによって当事業による環境ビジネスへの支援実績数は事業開始年の 2016 年

から累積で 3,072 件となっており、事業の人気ぶりが窺える。 

上記の宮城県の事例では、専門家派遣のメニューが環境関連のみであるにも関わらず、

相当数の派遣実績を有していた。これは以下の 2 つの点に由来するものと推察される。第

一に専門家派遣にかかる被派遣企業の金銭的負担が無料あるいは著しく低い点である。企

業にとって環境課題の優先度が低い以上、それらを解決するためのコストを大幅に低下さ

せることが、環境にまつわる専門家派遣事業を一般化させるためには不可欠であろう。次

に都道府県レベルの自治体が主体となって取り組んでいる点である。都道府県レベルの取

組は、上記の金銭的援助を可能にすると同時に、企業に安心感を与えることで事業の訴求

力を高める効果が期待できる。企業と自治体は日頃から何らかの形で接点を持っている場

合が多く、企業へのリーチが比較的容易である点も都道府県レベルの自治体が主体となっ

て取り組む際のメリットであろう。今後の専門家派遣事業の推進にあたっては、都道府県

のような広域自治体との連携も視野に入れるべきであると推察される。 
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3 事例比較 

 福岡県中小企業振興

センター 

にいがた産業創造機

構（NICO） 

宮城県 

専門家派遣分野 経営戦略から ISOや

HACCP 認証取得な

ど多岐にわたる。環

境分野は ISOの一環

で EMS に触れる程

度。 

経営改善や法務 /会

計・税務など多岐に

わたる。 

産業廃棄物の 3R 推

進、再生可能エネル

ギーの利用や省エネ

ルギーの推進、これ

らの取組などを通じ

た環境関連産業の振

興。 

専門家人数 165 名 

（令和元年 2 月現

在） 

190 名 

（令和元年 2 月現

在） 

6 名 

（令和元年 2 月現

在） 

企業の金銭負担有

無 

派遣 1 回につ き

11,200 円。ただし、

チャレンジ企業に認

定されると 1 回分は

無料。 

小規模企業としての

条件に該当する場合

1/3、その他一般枠に

該当する場合 1/2 を

負担。 

相談や支援について

費用は無料。 
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第３章 VOC 排出抑制セミナー開催概要 

 以下、本事業の一環として行った VOC 排出抑制セミナーの概要と実施結果をとりまとめ

た。 

 

１．セミナー開催概要 

（１）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。 

VOC 排出抑制に関する普及・啓発の取組の結果、平成 30 年度実績では、VOC 排出量推

移において、自主的取組参加企業による VOC 排出量が、平成 12 年度より約６割削減。平

成 22 年度以降も VOC 排出量は減少傾向が継続 (平成 22 年度より約２割削減 ）し、業種

別及び物質別の動向では、従来から自主的取組に参加している全ての業種で平成 12 年度か

ら 3割超の削減を達成した。更に平成 22年度以降も着実に削減と報告されている。(出典: 揮

発性有機化合物 (VOC) 排出抑制のための自主的取組の状況 平成 31 年 3 月 19 日産業技

術環境局環境管理推進室) 

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も多く存在する。過去のセミナー時のアンケート調査でも、自主的

取組を実施できない理由として、「実施可能な対策技術と経済性が両立しない」「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」「自社の組織体制が十分でない」

などを挙げている。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。 

 

（２）事業内容 

【セミナーの実施概要】 

①名称：「中小企業のための VOC 排出抑制セミナー」～低コストで簡単な VOC 対策方法等

を学ぼう 

②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、

および VOC 排出抑制対策を実施していない事業者等 

③開催概要：東京会場および、千葉会場の２か所で、概要は以下。 
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 東京会場 千葉会場 

開催日時 
令和元年 11月 1日（金） 

13:30～16:30 （受付 12:45～） 

令和元年 11月 29日（金） 

13:30～16:30 （受付 12:45～） 

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 
千葉県 

一般社団法人千葉県環境保全協議会 

  
日本印刷会館 

２階会議室 

TKP千葉駅東口ビジネスセンター 

カンファレンスルーム 4A 

参加人数 
定員 100名/参加 86名 

参加費：無料 

定員 90名/参加 38名 

参加費：無料 

 

④挨拶、講演内容および講演者 

・（ａ）東京会場および（ｂ）千葉会場の講演タイ トルおよび講演者は下記のとおり。  

・所要時間は、（ａ）東京会場および（ｂ）千葉会場ともに計３時間 

 

（ａ）東京会場 

次 第 講演タイトル/講演者 

開会挨拶 

経済産業省 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 

一般社団法人日本印刷産業連合会 常務理事 小野 隆弘氏 

講演① 中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 所長 圓藤 吟史氏 

講演② 
中災防支援制度を活用した VOC排出削減の取組 

株式会社研文社 尼崎工場 生産管理課 課長 河田 和弘氏 

講演③ 
グラビア印刷の職場環境改善事例紹介 

大日本パックェージ株式会社 浜野 陽成氏 

講演④ 
融資制度の紹介  

日本政策金融公庫 東京支店 中小企業営一事業融資 第三課長 中島 大輔氏 

講演⑤ 
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ー 健康開発課長 武井 貴史氏 
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【東京会場の状況】                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場の日本印刷会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会場 
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（b）千葉会場 

次 第 講演タイトル/講演者 

開会挨拶 経済産業省 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 

講演① 
千葉県における大気環境の現状と課題 

千葉県 環境生活部 大気保全課 大気指導班 久保田 吉昭 氏 

講演② 
中堅・中小企業の VOC対策と SDGsの取組 

早稲田大学理工学術院(先進理工学部) 教授 平沢 泉 氏 

講演③ 
VOC排出抑制の取組事例   

全国石油商業組合連合会 常務理事 坂井 信 氏 

講演④ 

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ー  

健康開発課 課長 武井 貴史 氏 

講演⑤ 
工業塗装における 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 氏 

講演⑥ 
環境負荷低減に向けた取組支援のための専門家派遣事業 

経済産業省 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 

 

【千葉の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会場 

               

(早稲田⼤学理⼯学術院(先進理⼯学部) 教授 平沢 泉 氏) 
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【集客のための告知方法】 

①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を行った。 

②共催の一般社団法人日本印刷産業連合会、および、千葉県や一般社団法人千葉県環境保

全協議会を通じ、関係企業等へのチラシによる周知、および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。  

③ (一社)エコステージ協会のホームページ掲載及びメール配信を行った。 

 

【セミナー開催チラシの作成】 

①東京会場チラシ (表)          東京会場チラシ（裏）  
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①千葉会場チラシ (表)          千葉会場チラシ（裏） 
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２．アンケート調査の集計結果 

 東京都および千葉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。 

 

（１）アンケート調査概要 

【東京会場】 

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

■ 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： 令和元年 11 月 1 日（金） 

■ 回 収 数： 67 件  回収率 86％ 

■ 有効件数： 67 件  有効票回収率 100％  

  



32 

 

■東京会場実施アンケート票(表面) 
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■東京会場実施アンケート票(裏面) 
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【千葉会場】 

■ 調査項目：「参考資料」の「令和元年度 VOC 排出抑制セミナー」   千葉会場アンケート  

■ 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） ：38 名  

■ 実施日：令和元年 11 月 29 日（金）  

■ 回 収 数： 31 件 回収率 82％ 

■ 有効件数： 31 件 有効票回収率 78％  
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■千葉会場実施アンケート票(表面) 
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■千葉会場実施アンケート票(裏面) 

 

  



37 

 

（２）アンケート調査結果 

【東京会場】 

①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との共催であり、「印刷業」の参加が 55%を占

めた。続いて「技術サービス業」（9%）、「化学工業）」（6%） などである。 

               図表 ２-１ 回答者の業種 

 

 

②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 40%と最多であった。続いて 51～100 名

以下の企業からの参加が 15%、201～300 名以下 50 名以下は 13%であった。資本金規模において

は、5 千万円超～1億円以下の企業在籍者が 39%を占め、3 億円超の企業在籍者は 25%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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③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、「環境部門」と回答する者が 43%と最も多く、「その他」（営業、技術、管理部門）

（37%）が続き、経営者・役員を含み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「中小企業団体中央会」が 51%で最多である。その他、商工会議所や

商工会など幅広い組織からの参加であった。 

図表２-４ 担当業務 

 

 

図表 ２-５ 加盟している業界団体等 

 

 

④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 40%である。次に「関東経済産業局」

（25%）である。「その他」の中には、社内の案内や紹介によるものも多い。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」「メール」「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。  
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図表２-６ セミナーを知った機関 

 

 

⑤参考になった度合い （問３） 

「グラビア印刷工場の職場環境改善事例紹介」、「中災防支援制度を活用した VOC 排出削減の

取り組み」、「基調講演」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。 

また、参加者からは、「グラビア印刷工場の職場環境改善事例紹介は、大日本パックェージ株式

会社の基本的な対応を自社の工夫で 1 歩進めるという、解決意識を持つという姿勢がとても参考と

なりました。」「有機溶剤取扱い職場の健康障害防止対策は時間をかけて聞きたかったです。」とい

ったコメントも頂いている。 

 

図表２-７ 講演内容の有益度 

 

 

⑥講演のわかりやすさ（問４） 

「グラビア印刷工場の職場環境改善事例紹介」の講演は、「よく理解できた」が 61％と非常に高く、

90%の方から「理解できた」の評価を得た。「グラビア印刷工場の職場環境改善事例紹介」、「中災
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防支援制度を活用した VOC 排出削減の取組」は、ほぼ 9 割の回答者が「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 

 
 

⑦自主的取組の障害（問５） 

「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」（30%）を自主規制の障害と

する回答が最も多い。続いて、「自社の組織体制が十分でない」（21%）、「対策技術に関する適当

な相談策が見当たらない」（19%）を挙げている。 

 

図表２-９ 自主的取組の障害 
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※問 5 その他のコメント内容 概ね自主的な VOC 削減対策を終了したものと認識しているため 

 

⑧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） 自主的取組への参加状況は、32%である。  

（問 7） 現在、自主行動計画に参加の場合、取組内容は、「設備（工程）の改善」「作業方法の改

善」「低 VOC 原材料（商品）への代替・ 転換」が上位。設備の導入より行程や作業方法に

重点がある。 

（問 8） 今後、自主的取組への参加を検討する場合、その取組内容は「低 VOC 原材料 (商品)へ

の代替・転換」（50%）。つづいて、「作業方法の改善」（41%） 「VOC 発生抑制に効果ある操

作条件の検討」 「設備(行程）の改善」（それぞれ 36%）が上位の回答である。 

 

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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⑨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」（46%）、「代替・転換

する低 VOC 原材料(商品)に関する情報」（36%）が最も多い。さらに、「自主的取組の具体的方法」

（31%） など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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩本セミナーについての感想、意見 （問１０） 

アンケートに記載された意見は、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 類            コメント内容 

全体へのコメント 
・ESGｓとの関係や自社のエコステージ取組の目標値などとの関係も考慮し

ながらの今後の活動に役立つと思います。 
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講演へのコメント 

講演② 「中災防支援制度を活用した VOC 排出削減の取組」 

コメント⇒下を見てただ読んでいるだけで聞き取りにくい 

講演③ 「グラビア印刷の職場環境改善事例紹介」  

    コメント⇒大日本パックェージ株式会社様の基本的な対応を自社

の工夫で 1 歩進めるという、解決意識を持つという姿勢

がとても参考となりました。 

コメント⇒慣れていないとのことでしたが、とてもわかりやすく落ち

着いていて素晴らしいと思いました。 

講演⑤ 「有機溶剤取扱い職場の健康障害防止対策」 

コメント⇒時間をかけて聞きたかったです 
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【千葉会場】 

①回答者の業種（問１） 

本セミナーは、千葉県、一般社団法人千葉県環境保全協議会様との共催であり、「輸送用機械

器具製造業（造船）」(25.87%)の参加が 2.5 割を占めた。続いて「輸送用機械器具製造業(自動車)」

(12.9%)である。 

図表 ２-１５回答者の業種 

 

 

②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 68%と最多であった。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 6 割（61%）を占め、５千万以下の企業在籍者は 13%であ

った。 

 

      図表 ２-１６ 従業員数          図表 ２-１７資本金規模 
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③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、「環境部門」（81%）と最も多く、「総務管理部門」が続き、現場の環境管理部門から

の参加が顕著であった。 また、事業者が加盟する団体は、回答した者の中では「業界団体」が

39%で最多である。 

      図表２-１８ 担当業務      図表 ２-１９ 加盟している業界団体等 

 

 

④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 36%である。次に「県市等自治体」

（32%）である。組織別、 媒体別の特徴として「業界・所属団体」では「メール」、「案内」による周知が

目立ち、「県市等自治体」では「案内」、「関東経済産業局」では「ホームページ」「メール」による浸

透が多かった。  

図表２-２０ セミナーを知った機関 

 

 

⑤参考になった度合い （問３） 

「大変参考になった」で見ると、「有機溶剤取り扱い職場の健康障害防止対策」(65%)、「工業塗

装における VOC 排出削減及びリスクアセスメントへの対応」(61%)が、それぞれ高い評価を得てい

た。 
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図表２-２１ 講演内容の有益度 

 

 

⑥講演のわかりやすさ（問４） 

理解度では、「有機溶剤取り扱い職場の健康障害防止対策」(65%)、「VOC 排出抑制の取組事

例」(65%)の講演は、「よく理解できた」が非常に高く、ほぼ全員から「理解できた」の評価を得た。次

いで、「 工業塗装における VOC 排出削減及びリスクアセスメントへの対応」(61%)も評価を得てい

た。 

 

図表２-２２ 講演内容の理解度 

 

 

⑦自主的取組の障害（問５） 

「取得方法がわからない」（23%）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
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や技術の効果、対策コストに関する情報が不足している」、「自社に適した対策技術がわからない」、

「実施可能な対策技術と経済性が両立しない」(それぞれ 19%)を上げている。 

 

図表２-２３ 自主的取組の障害 

 

 

⑧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） 自主的取組への参加状況は、32%である。  

（問 7） 現在、自主行動計画に参加の場合、取組内容は、「設備（工程）の改善」「作業方法の改

善」「VOC 除去装置の設置」(それぞれ 50%)が上位。「低 VOC 原材料(商品）への代替・転

換」より重点がある。 

（問 8） 今後、自主的取組への参加を検討する場合、その取組内容は、「作業方法の改善」（80%）、

つづいて「設備(行程）の改善」（60%）が上位の回答である。将来的には、投資を少なくして、

現場の改善を中心にする方向がうかがえる。 

 

図表 ２-１０ 参加状況 
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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 

 

 

⑨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」



49 

 

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

 

図表 ２-２７ VOC 排出削減対策を進める上で、必要な情報 

 

 

⑩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） 

ジャンル 具体的なコメント 

全体へのコメント 

・企業ではないのですが、事業者と接する際にとても有益な情報が

得られたと思います。有難う御座いました。 

・VOC排出対策について、全体像と現場の具体的な取組、労働環境改

善の方法を知ることが出来て変勉強になりました。 

個別のコメント 

講演③ 「VOC排出抑制の取組事例」 

コメント⇒・実際の削減事例をもっと聞いてみたかった 

・対策による経費削減率（問９の８のコメント） 

講演⑤ 「工業塗装における VOC排出削減及びリスクアセスメント 

への対応」 

コメント⇒・塗装職場での VOC抑制事例が参考になった 
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３．今後の開催に向けて 

本章では、東京及び千葉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。又、今後の VOC セミナーの実施すべき産業部門に

ついても考察し、今後の方向性を提示する。 

 

（１）VOC 排出削減対策を進めるうえで、必要と考える情報 

□ 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からは、「他社の取組

事例」や「代替・転換する低 VOC 材料(商品)の情報」が必要との要望がある。  

□ アンケート（問１０）からのその他の要望からの示唆としては、「実際の削減事例」、「対策に

よる経費削減率」の情報を要望している。  

 

アンケート（問９） 【VOC 排出削減対策を進める上で、必要と考える情報】 

東京会場での必要と考える情報 千葉会場での必要と考える情報 

他社の取組事例（46%） 

代替・転換する低 VOC 材料(商品)の情報 

（36%） 

自主的取組の具体的方法（31%） 

代替・転換する低 VOC 材料(商品)の情報 

（19.9%） 

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%） 

 

アンケート（問１０）本セミナーについての感想、意見 

東京会場の要望 千葉会場の要望 

講演③グラビア印刷の職場環境改善事例

紹介 

コメント⇒基本的な対応を自社の工夫で 1

歩進めるという、解決意識を持つ

姿勢がとても参考です 

講演⑤有機溶剤取扱い職場の健康障害

防止対策 

コメント⇒時間をかけて聞きたかったです 

講演③VOC 排出抑制の取組事例 

コメント⇒・実際の削減事例をもっと聞きき

たかった 

・対策による経費削減率も知りた

かった 

講演⑤工業塗装における VOC 排出削減

及びリスクアセスメントへの対応 

コメント⇒・塗装職場でのＶＯＣ抑制事例が

参考になった 

 

 

VOC 排出削減対策セミナーを進める上で、提供すべき情報の考え方 

①他社の取組事例は、共通して参加者が取り組む参考として必要である。 

②他社の取組事例は、具体的方法を必要としており、具体的な現場行程や作業方法

の改善や、環境技術に関する情報や VOC排出量の把握方法などを提供する。 

③設備投資や低 VOC材料(商品)に変更をする場合は、投資対効果を示す必要がある。 
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（２）今後の VOC 排出削減対策セミナーの対象事業分野について 

経済産業省は、自主的取組参加企業による VOC 排出量は減少傾向が継続していることから、

今後も新たな削減目標は設定せず、排出規制と自主的取組を組み合わせた現行制度を継続する

こととしている。 

 

■VOC排出量の発生源品目からの対象分野の選定 

VOC 排出量の発生源品目別割合（平成 28 年度、下図参照）から、塗料、燃料(蒸発ガス)が大き

な VOC 排出量を占め、その他の化学、印刷、産業洗浄なども VOC を排出している。排出抑制制

度を廃止した場合、再び大気環境の悪化を招く恐れがあることから、今後も各地区の発生源品目

の状況に合わせたテーマを設定して自主的取組を支援するのが望ましい。 

 

VOC排出量の発生源品目別割合（平成 28年度） 

 

出典:「平成 29年度揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ作成等に関する調査業務報告書」（平成 30年 3月） 

 

【参考】VOC排出抑制に関する普及・啓発セミナーの経済産業局管内の取組事例 

地区の特性を考慮した石油、塗装、印刷、産業洗浄などのテーマで取り組む事例が多く見られる。 

経済産業局 令和元年度 平成 30年度※ その他 

北海道経済産業局   平成 26年札幌 

関東経済産業局 

東京(印刷) 

千葉(石油) 

※別枠:燕(産業洗浄) 

東京(印刷) 

川崎(産業洗浄) 

 

中部経済産業局  名古屋(VOC、水銀)  

近畿経済産業局 
神戸(塗装・洗浄・印刷) 

大阪(金属洗浄、印刷) 

大阪 

東大阪 

 

中国経済産業局   平成 28年広島(塗装) 

四国経済産業局   平成 28年岡山(印刷) 

九州経済産業局 
 福岡(石油、印刷) 

鹿児島(石油、印刷) 
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※平成 30年度の補足 

・名古屋会場では、水銀の排出抑制や PCB廃棄物の適正処理についても併せて紹介 

・福岡・鹿児島両会場では、昨年度に引き続き、全石連より「ガソリンスタンドからの燃

料蒸発ガスの削減について」として全石連自主行動計画や取組内容を紹介。埼玉県主催

の化学物質対策セミナーでも全石連の VOC 排出削減の自主的取組を紹介し、燃料蒸発ガ

ス対策に関する普及啓発を実施した。 

 

（３）今後の VOC 排出削減対策セミナーの企画実施への方向性 

今後も、地区の産業状況に合わせた自主的取組テーマを設定して、取組企業事例や最新

事例紹介を踏まえ、自主的取組の具体的な排出削減対策のノウハウを提供することがセミ

ナーとして効果的である。 

 

■講演プログラム・メニュー案  

□セミナーテーマ ～ 地区の産業特性に合わせたテーマ設定が高い効果に繋がる ～ 

①地区の産業状況に合わせたテーマを設定して自主的取組を支援していく。 

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あるテーマ設定が

しやすい。 

②VOC排出量の発生源品目としては、塗装、燃料(蒸発ガス)が大きな VOC排出量を占めてお

り、その他の化学、印刷、産業洗浄なども VOCを排出している。これらの分野の専門家か

らのアドバイスが VOC排出削減に重要である。 

 

【重要な専門分野と関係先】 

 塗装       日本塗料工業会 

 燃料(蒸発ガス)  全国石油商業組合連合会 

 印刷       日本印刷産業連合会 

 産業洗浄     日本産業洗浄協議会 

 有害化学物質管理 中央労働災害防止協会 

 その他      環境改善５Ｓ、ＳＤＧｓなどを支援する団体 

 資金融資     日本政策金融公庫 (環境・エネルギー対策資金)、地方金融機関 

 

□専門家による講演  

【専門家の要件】  

・ 専門分野の動向に明るく、現場経験が豊富で、中小企業の立場で行程や作業改善を提案

できるかた 

・ 多様な最新事例を取り上げ、来場者の経験レベルの差にも対応して意識を高揚出できる 

かた 

・ 「投資対効果」、「法規制」、「環境技術」に係わるテーマも考慮に入れた資料を提供できる

かた (配布資料は、量と見やすさにも気配りが必要) 
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【進め方の例】 

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や、個別相

談会、討論会形式も自主的な行動に移すきっかけとして有効である。 

・企業の改善事例発表  

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。  

・個別相談会や来場者も参加する討論会  

セミナーと同時開催の個別相談会、来場者も参加する専門家との意見交換をする討論会に

より、専門家と企業との交流により、参加者の具体的な取組方法、対策のヒントに繋がると思

われる。  

 

【ＶＯＣ排出抑制の取組を紹介する改善事例パネル、パンフレット、ホームページ掲載】 

会場でのＶＯＣ排出抑制方法、資金融資などの紹介パネル展示やパンフレット配布も

有効である。また、セミナーで使用した資料についても、ホームページに掲載し、周知

を図ることも重要である。 

 

□VOC排出削減対策セミナーと専門家派遣事業の連携 

中堅・中小企業の悩みを具体的に解決するため、具体的な生産工程の課題を設備投資

によって改善できるよう、専門家派遣事業へ繋げるセミナー連携を今後推進していくこ

とが重要である。 
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第４章 中小企業等の環境負荷低減に向けた今後の政策提言 

 

 今年度は、昨年度の試行的事業で得られた課題及び提言を踏まえて、事業の運営方法を

一部見直して、専門家派遣事業を実施した。 

本章では、新たな取組を中心に今年度実施した事業結果、及び評価を踏まえて、中小企

業等の環境負荷低減に向けた、今後、取り組むことが望まれる政策を以下に整理した。 

 

１．専門家派遣事業の派遣対象分野の拡大と連携 

 専門家派遣事業の派遣対象分野として、昨年度の「塗装」「洗浄」「排水処理」に加え、

今年度は、費用対効果の大きい「製造工程で発生する廃棄物の削減・再資源化」について

も、専門家を追加し、派遣を実施した。 

今回派遣先の「含チタン・アルミニウム、ガーネット汚泥の削減・再資源化」について

は、すぐに課題解決できなかったが、本事業終了後も、専門家が最新技術情報や最新事例

などを可能な範囲で情報提供していくことで、引き続き支援することとしている。 

今後は、本事業からの派生として、具体的な実験室レベルでの減容、リサイクル技術の

共同研究等、継続した支援をすることが望まれる。そのために、これらリサイクル技術の

共同開発に使える補助金等が用意できると、実際に導入した事例として成果を示せる。 

また、事前ヒアリングでは、廃棄物処理費の圧縮に着目し、処理費等のデータを収集し、

これを評価することで、処理費の圧縮効果が期待できる派遣先に対しては、「廃棄物の削

減・再資源化」について逆提案していくといったことも検討すべきと考える。これにより、

専門家派遣が、中小企業等にとって具体的なメリットになる助言を目指していくことが望

まれる。 

 一方、今回の事後アンケートからも「省エネ・節電」やエネルギー由来の「ＣＯ2削減」

分野への専門家派遣のニーズが高かった。しかし、すでに一般財団法人省エネルギーセン

ターによる「省エネ診断」「節電診断」等のサービスが提供されており、これらサービスを

紹介、連携することで、政策全体として、より広範なニーズに対応していくべきと考える。 

そのために、それら制度の紹介資料等の用意をしていくことも解決策になると思われる。 

 

２．専門家派遣事業の中小企業等への周知と浸透 

 昨年度の提言にもあったが、専門家派遣先企業の募集に対する反応が低いことは、今年

度も課題のひとつとなった。そこで、今年度は、新たな取組として、「環境負荷低減関連支

援セミナー」と連携し、事業を実施した。 

 

（１）派遣先企業への周知方法の多様化 

 昨年度の提言を踏まえ、派遣先となる中小企業等への周知改善の取組として、「環境負荷

低減関連支援セミナー」と連携して実施した。 

 「環境負荷低減関連支援セミナー」は、事業内で２回実施した。特に今年度は、派遣先

企業に関係する業界団体から会員企業への専門家派遣事業の紹介、浸透を狙って、東京地

区では、「一般社団法人日本印刷産業連合会（印刷・同関連業）」、千葉地区では、「全国石

油商業組合連合会」を中核として、参加の中小企業等に浸透を図った。 
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 また今年度事業では、環境経営を推進する会員組織を持つ「一般社団法人エコステージ

協会」の協力を得ながら、事業 PR にも取り組んだ。７月の同協会主催のセミナーでは、昨

年度の「専門家派遣事業」の成果報告、今年度の募集開始等の PR を実施し、専門家派遣事

業の周知と浸透に取り組んだ。 

 「環境負荷低減関連支援セミナー」等と連携して事業を実施することにより、中小企業

等における環境負荷低減の必要性、環境リサイクル対策から SDGs への普及啓発から、そ

の具体的な対策検討のきっかけとなる専門家派遣事業をワンストップで提供するスキーム

を試行的に実施した。 

セミナー開催時期のタイミングから、今年度の専門家派遣先の応募には至らなかったが、

専門家派遣事業のＰＲとしては、有効な方策と思われる。 

本事業の延長で開催した新潟県央セミナーでは、個別相談を実施し、効果的だった。個

別相談で事前に状況を把握し、そこから現場を見るのもよい方法だと思われる。 

次年度以降も、「環境負荷低減関連支援セミナー」の開催県との早期の連携、一体運営等

により、周知方法の多様化に取り組むことが望まれる。 

 

（２）自治体、産業支援機関、民間金融機関等を通じた事業 PR 

前述の千葉県の事例など、今年度の応募先企業の中には、県や市等の自治体、県の産業

支援機関、民間金融機関による紹介から、応募につながった応募先が半数にのぼった。 

中小企業等は、人数も限られており、自ら広範な情報収集ができるとは限らない。そこ

で、上記のような機関からの紹介や働きかけにより、当該事業に関心を持ってもらい、応

募につなげていくチャネルも有効と考えられる。 

これらの機関への働きかけやネットワークを活用することに、引き続き取り組んでいく

ことは、有効と考えられる。 

 

（３）経営相談メニューの中での専門家派遣 

今回、他の類似事例では、福岡県や新潟県のように、様々な経営相談のメニューの中で、

専門家派遣を実施している商工会議所、産業支援機関があることがわかった。そこで、こ

れら経営相談や類似の専門家派遣事業を実施している自治体や商工会議所、産業支援機関

等と連携し、商工会の経営相談や関東経済産業局管内の中小企業・小規模事業者向け専門

家派遣のメニューの一つとして提供する方法も有効と考えられる。 

現在行われている多くの中小企業等に対する経営相談では、経営管理や財務、事業承継、

あるいは営業支援等の相談が中心であり、環境改善や環境負荷低減に向けた相談はほとん

ど無いのが実態である。 

そこで、生産現場における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あると、専門家派遣事業の派遣先企業の発掘に

つながるほか、商工会議所等の経営相談や中小企業・小規模事業者向け専門家派遣事業と

の相乗効果を高めることが期待される。 
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（４）SDGs に絡めた PR 

アンケート結果の考察において、アドバイザーから得られた意見として、大手企業にも

関心を持ってもらい、大手企業の調達要件として、環境負荷低減の取組を組み入れること

も有効であると考える。 

その際の動機付けに有効なのが SDGs である。かつて取り組まれたグリーン調達は、す

でに浸透しており、企業での関心が低くなっている。そこで脚光を浴びている SDGs を動

機付けに使うことを提言したい。 

SDGs の「12：つくる責任・つかう責任」、「13：気候変動に具体的な対策を」、「14：海

の豊かさを守ろう」、「15：陸の豊かさを守ろう」は、環境負荷にも大きく関与するテーマ

である。これらを標榜する大手企業への働きかけ、SDGs を取り込む中で、中小企業への調

達要件の中に環境負荷低減に向けた取組を依頼していくことは、有効と考えられる。 

同時に、中小企業にも SDGs の考え方を理解してもらい、中小企業自身が、SDGs を意

識した取組を進めてもらうことも有効である。環境配慮製品設計等とともに、自社製造工

程における環境負荷低減にも取り組むきっかけになることが期待できる。 

 

３．中小企業等の環境負荷低減の具体的成果につながる手法について 

本専門家派遣事業の課題として、具体的な解決や改善につながる具体的成果が見えるま

で至った事例は把握できなかった。 

今後、施策として進めて行く上で、専門家派遣による助言により、具体的な成果、実績

につながった事例も重要と考えられる。その中には、設備更新等が必要となる解決策も有

り、専門家による助言により、助言を受けた中小企業等が実行できるタイミングで専門家

派遣をするような工夫も必要と考えられる。そこで、いくつかの提言をとりまとめた。 

 

（１）都県立地推進部門、独立行政法人中小企業基盤整備機構等との連携による環境負荷

低減施設の助言 

昨年度、今年度の専門家派遣先企業の中では、新工場の設置や設備更新をされる企業へ

の派遣も行った。一方、都内で敷地が限られていたり、工場の稼働を止めることができず、

専門家の助言が、課題の解決に至らなかった事例もいくつかあった。 

経営資源が限られている中小企業等では、工場の稼働を止めて環境対策をすることは難

しい。そこで、工場を新設する等の情報を早くキャッチし、工場の塗装ブース、排水処理

施設等を新設するタイミングで、専門家の助言があれば、より一層の環境負荷低減施設の

設置実現につながるものと思われる。 

そのために、早いタイミングでの情報を入手し、また事前ヒアリング等で、設備設置へ

の課題等を把握し、具体的な環境負荷低減施設の実現に貢献できれば、有効な実績になる

と思われる。 

その具体的な方策として、アドバイザー会議メンバーの中に、独立行政法人中小企業基

盤整備機構の職員を加えること。場合によっては、専門家派遣の希望有無等を、非公式に

打診していただき、タイミング良く本事業を紹介するといった方策も考えられる。 

これは、自治体の環境にやさしい工場誘致と同時に、専門家の広範な情報収集、助言に

より、コストをおさえながら、より性能の良い設備の導入にもつながる中小企業等にもメ
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リットのある WinWin の成果になるものと考えられる。 

 

（２）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 

 今年度の事業では、昨年度事業に引き続き、アドバイザーや専門家の中に、「一般社団法

人国際工業塗装高度化推進会議」や「日本産業洗浄協議会」、「一般社団法人 日本表面処理

機材工業会」等の業界団体を通じて、洗浄機器や排水処理装置等の具体的な導入事例等の

解説、助言を行った。 

 事業の公共性から営業活動はできないものの、中小企業等にとっては、具体的な解決方

法の一つとなる、具体的な設備の更新や改善等の助言は、期待されている。 

特に、工場の新設・改築・移設等では、社内に専門人材が存在しない場合、真に最適な

設備、運用方法の判断ができないことが多く、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。 

また工場新設や環境に関する設備更新の機会であれば、通常の場合に比べて環境負荷低

減型の設備投資も実施しやすく、本事業が少しでも多くの環境負荷低減に繋がる設備更新

や改善に活かされることが期待できる。 

 以上のことを考慮すると、環境設備メーカーや設備機器の業界団体、環境ビジネス事業

者とのネットワークを構築することで、企業のニーズと合致し、具体的な実装に向けた支

援ができる環境設備メーカーや環境ビジネス事業者につなげていくことも重要である。 

 また、設備導入であれば、自治体等と連携し、工場誘致に関する補助金への上乗せ補助

なども検討 していくことが望まれる。を考慮すると、環境設備メーカーや設備機器の業界

団体、環境ビジネス事業者とのネットワークを構築することで、企業のニーズと合致し、

具体的な実装に向けた支援ができる環境設備メーカーや環境ビジネス事業者につなげてい

くことも重要である。 

 また、設備導入であれば、自治体等と連携し、工場誘致に関する補助金への上乗せ補助

なども検討していくことが望まれる。 

 

（３）成功事例の発表や事例集の発行 

環境対策については、対策の実施が売上や業績向上に直結することはなく、むしろ対策

費等の費用負担になってしまうと思われることが多い。そのため外部に相談するのを躊躇

してしまう傾向にある。 

こうした状況を払拭するため、専門家派遣により、経営的にメリットがあった事例を紹

介することで、本事業で得られた成果を積極的にＰＲし、具体的な成果があがることを伝

えていくことが重要である。 

具体的には、事後アンケート調査で、満足と回答してくれた企業に、どんな点が良かっ

たのか、もう少し詳細が聞けるように方法を見直すことが必要と考える。 

また、満足と回答した企業、実際に課題解決した企業による成果報告会や成功事例集等

の作成、HP への掲載等により、環境負荷低減が経営的にもメリットがあることを周知して

いくことで、事業の PR とともに、取組が経営にもメリットになることを周知していくこと

も有効である。 

そのためには、１年に１回、定期的なモニタリングを実施することも検討すべきである。
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定期的に現地モニタリングやヒアリング、あるいは環境測定データを提供してもらうこと

により、専門家派遣後に実際にどう取組、どう成果が上がったのかを把握し、成果の上が

った専門家派遣先企業の事例を公表するといった取組も事業の成果を広く周知するには有

効と考えられる。 

 

４．アドバイザー・専門家会議から得られた新たな課題 

（１）指導助言によるフォロー体制の整備 

指導助言を行った後のフォロー体制が明確でないため、多岐にわたる指導・助言が行わ

れても、それを具体化する場合、どこに相談すべきか、（指導・助言を実施した専門家が、

そのまま具体的な事項まで責任を持つのか、或いは、指導・助言はしても、次のステップ

はフォローしない等）を明確にしておかないと、相談者が困ると思われる。 

一方、専門家も、指導・助言だけであれば対応できても、具体的に、例えば保有してい

る装置をどう改造するのが良いか等になると、個別具体的な深い知識が無いとできないこ

とが想定される。既に使用されている機械装置の改造は、それ自体難しく商売にもならず、

他社装置の改造等を行うことは、あまり想定できないと考える。 

何れにしても、ここをこうしなさい、ああしなさいと言う事は言えても、実際どうすれ

ば良いか、は大変悩ましい部分と思われる。 

このように考えると、専門家には一寸厳しいが、指導者に「特に費用対効果を勘案した

上で、相手先の事業規模などを考慮し、実行可能と思われる具体的提案」に絞って指導す

るといったことも検討することが必要と思われる。ただし、そうなると、うかつなことは

言えなくなり、指導者の候補が居なくなることも考えられる。 

具体的には、洗浄装置の VOC 排出抑制対策としてよく言われる「フリーボード比を大き

くしましょう」、「冷却水の温度を適正にしましょう」等と言うが、フリーボード比を大き

くするのは、実際はほぼ不可能。冷却水の温度を適正にすることは、ほぼ適正に管理され

ている事業所であれば、実施されていることから、実際どうするのか、明確に示すことが

大切と考えられる。 

※フリーボード比：洗浄機の開口部分の寸法の短い方に対する、凝集コイルの設置され

ている高さの比のこと。フリーボード比が小さいと、洗浄槽内のトリクロロエチレン

の気体が凝集されず、洗浄槽から漏れてしまうため、大きくすることが望まれる。 

 

（２）BCP の視点 

2019 年秋期は、各地で勢力の強い台風による風水害の発生が目立った。これら水害によ

り、工場から廃油や化学品が漏出、使用できなくなって廃棄物となる原材料などが大量に

発生することが知られるようになった。 

減災を含め、風水害による環境影響の低減、事業継続のための予防という視点にも着目

することが求められると思われる。 
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「令和元年度中小企業等産業公害防止対策調査（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） 
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１０：００～１２：００ 
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１．開会 
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４．アドバイザー、専門家紹介 
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６．委員長挨拶 

７．議事 

（１）「令和元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）」実施概要について 

（２）今年度の専門家派遣先企業の応募及び事前ヒアリング実施状況のご報告 
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資料１－４ 専門家派遣事業 進捗管理表 

参考資料１ 専門家訪問記録様式 
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４．議事 

（１）「令和元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）」専門家派遣結果の概要について 

（２）「令和元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
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資料２－５ 環境負荷低減セミナー開催概要 


