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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。 

関東経済産業局では、令和元年度「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」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を検討する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の実施、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

に事業を実施したところです。 

また、環境負荷低減支援セミナーとして製造業の環境負荷低減を目的にセミナーを管内２か所

（ 東京都、山梨県）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。 

さらに、こうした取組に加えて、新たな産業公害防止技術や個別の環境対策課題を解決するビ

ジネスを生み出す機会を創出し、環境産業（環境ビジネス）が成長産業の１つとして、地域経済

の活性化や我が国経済の付加価値額の増大にも寄与していくことが期待されるところです。 

そのため、令和元年度中小企業等産業公害防止対策調査「循環型経済社会における産業公害防

止に資する環境ビジネス創出に関する調査」を行い、環境問題を巡る世界的な動きや資源循環型

社会の展望等を見据え、産業界の課題やニーズに基づいた産業公害防止対策上の課題等を把握し

た上で、環境ビジネスの事業展開に向けた支援のあり方を検討しました。本事業では、令和元年

度調査を基に、環境ビジネスが産業公害防止対策と成長産業分野としての発展を両立していける

ような方向性をより明らかにし、我が国のＧＤＰ拡大に貢献する地域発の新たな環境ビジネスの

創出に向けて、支援のあり方を検討しました。 

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、有識者、業界団体、企

業、支援機関、自治体の皆様、にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

 

令和３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 

令和２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  

本事業も３年にわたる事業実績を積んできた。そのきっかけは、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」である。 

同事業では、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調査した。その中で、中小企業等へのヒアリングから、中小企

業等では、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、

個々の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」では、「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。 

そこで、人的要因により対応が不十分となっている課題を、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ることで、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との示唆が得られ、本事業が試行された。 

第１回目となる平成 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

「平成 30 年度調査」という。）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。 

また令和元年度調査「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」（以下「令和元

年度調査」という。）事業では、平成 30 年度調査で得られた連携に関する課題、及びフォロー体

制の見直し等、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、事業を実施した。 

この２年間の取組により、ほぼ事業実施手順としては確立できた。 

一方で、この制度を活用し、自立的に環境負荷改善を希望する中小企業等が少ないことが課題と

して示された。そのため今年度は、本事業をより中小企業等に周知し、活用してもらうための方

策を中心に見直し、実施することとした。 

 

（２）専門家の派遣対象となる事業者 

広域関東圏（茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、静岡県、千葉県、東京都、栃木県、長野県、

新潟県、山梨県（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「塗装工程」



3 

 

「洗浄工程」「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

望する企業を対象とした。  

 

（３）派遣事業の実施体制  

今年度、実施体制については、昨年度から一部見直しを実施し、より効率的な専門家派遣の実

現を目指した。  

見直しのポイントとして、総合調整の専門家をコーディネーターという名称に変更した。  

事前ヒアリングフェーズでは、コーディネーターが、当局及びコーディネーター機能を補完す

る事務局とともに、事前ヒアリングを実施する。現場確認とともに、現場担当者を含めて、具体

的な課題を整理し、派遣する技術分野の希望を確認した上で、専門家をアサインする手順とした。 

引き継ぎでは、必要に応じて、アサインした当該中小企業等に派遣する技術専門家とオンライ

ン会議にて現場の状況、課題に関する背景等を共有、課題解決の方策について協議した。 

専門家派遣フェーズでは、技術専門家が、当局及びコーディネーター機能を補完する事務局と

ともに、事前ヒアリング内容に対する補足的な面談、及び現場確認を実施する。現場の確認後、

現場担当者を含めて、課題解決に向けた助言を行う手順とした。  

下図が本年度の専門家派遣事業の実施体制である。  

 

図表 1-1 専門家派遣事業の実施体制 
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（４）事業実施スケジュール  

 事業実施の大まかなスケジュールは、以下のとおりである。  

 

図表 1-2 事業実施スケジュール 

 

① アドバイザー、専門家、コーディネーター（総合調整役）を選定する 

② 専門家派遣を希望する企業を募集する（派遣先企業の費用負担は一切不要、10 社を予定） 

③ 派遣希望先企業へ事前ヒアリングを実施する（コーディネーター、当局及び事務局）、事前

ヒアリング実施後、技術専門家に引き継ぐ 

④ 派遣先企業の課題やニーズに応じた専門家派遣を実施（コーディネーター及び技術専門家

の２名以上の体制で実施。最大３回まで） 

なお派遣する技術専門家が決まらない場合は、アドバイザーに相談、助言を得る 

⑤ 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。必要に応じて、アドバイザーに報告し、助言を得る 

⑥ 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する 

⑦ 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．専門家派遣事業の実施状況 

（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７名を選定した。外部アドバイザーのうち５名は、い

ずれも令和元年度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、一倉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  

押田 誠一郎 中小企業基盤整備機構関東本部企業支援部長  

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  

一倉 正仁  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７名を選定した。このうち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 竹内利明氏をコーディネーターとし、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、産業廃棄物について、各分野につい

て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 （コーディネーター） 

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         （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長 （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） 

伊藤 泰雄 株式会社ダイセキ 事業統括本部              （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２年８月 27 日から９月 30 日まで当局、本事業事務

局である三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社ならびにエコステージ協会のホームペ

ージに掲載、当局・自治体・産業支援機関等のメールマガジン配信、及び令和元年度調査アンケ

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・専門家派遣の実施 

 コーディネーターである電気通信大学竹内客員教授と当局及び専門家派遣事業事務局で、専門

家派遣希望企業 10 社への事前ヒアリングを実施した。 

 事前ヒアリング実施後、コーディネーター、当局及び専門家派遣事業事務局にて、派遣する専

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、課題が制度
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的な内容であることから、技術専門家の派遣は見送った。 

 

図表 1-3 事前ヒアリング実施日と環境面の課題、専門家派遣状況 

 

  

事前ヒアリング

Ｓ
01

９月25日
09:30‐
11:30

◯排水装置
・現在、ORP計やPH計で排水をモニタリング、一定値になったら薬剤を投入してコントロー
ルしているが、さらに工夫してPH計やORP計の信号出力端子を活用し、一定値になったら
担当者に知らせるしくみ
◯排気・臭気の問題
屋上緑化やにおいを取る植物を植える等があれば、周辺の人の感じ方も変わるのではな
いか。費用をかけず対策を考えたい

日本表面処理機材工
業会　副会長

中川 武氏

１２月18
日

10:00-
11:30

Ｓ
02

９月30日
13:00‐
15:00

◯現行の塗装場所の換気
・第２種有機溶剤の使用環境を見直す必要あり
◯塗装場所の移転
・いずれ現在の事業所閉鎖に伴い、他工場への移転をする場合に必要な設備

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4日
14:00-
15:30

Ｓ
03

10月６日
10:00‐
12:00

◯バレル研磨によるスラッジ
・バレル研磨により、メディア（砥石）、水が排出される。
・石灰でアルカリにし、りゅうばん、薬剤（アニオン）を入れてフィルタープレスして産廃に出
している。費用を圧縮したい

水ing株式会社
開発統括 開発管理・
推進部参事
小林　厚史氏

11月12日
09:30-
11:30

Ｓ
04

10月６日
13:00‐
15:00

①溶剤の作業現場の労働安全衛生上。問題ないか
②現在の作業で、現状の溶剤で問題ないか。もっと良い物が無いか
③廃プラ等、処理コストを圧縮できる物はあるか。分別による圧縮
ＰＰバンドの買い取り
④アルカリ洗浄装置の濃度管理、油水分離で油分が日次20Ｌ
・アルカリ溶液の濃度測定の測定方法
⑤ATFの赤い色素の脱色ができるかどうか

日本産業洗浄協議会
シニアアドバイザー
久保　武敏氏

12月11日
13:00-
15:30

Ｓ
05

10月５日
15:00‐
17:00

◯新工場の排水処理設備の評価
◯廃棄物（粉体塗料）の処理

水ing株式会社
開発統括 開発管理・
推進部参事
小林　厚史氏

11月10日
13:20-
16:00

Ｓ
06

10月７日
10:00‐
12:00

◯洗浄性向上のための界面活性剤が多量に含まれている薬品の処理
・今の排水と薬品の関係がマッチしているかどうか
◯スラッジ含水率向上施策、再利用（金属回収等）処理はないか
・金属は、亜鉛、ニッケル、錫、含水率70％
・産業廃棄物600～700万円／年

水ing株式会社
開発統括 開発管理・
推進部参事
小林　厚史氏

11月11日
13:30-
15:30

Ｓ
07

10月20日
10:00‐
12:00

◯排水処理設備のレイアウト／低環境負荷低減化
・老朽化、水害のリスクから排水処理設備を更新したが、旧設備より凝集沈殿槽内の亜
鉛濃度が高くなってしまった
◯フィルタープレスが古く、更新を検討したいがスペースの制限
◯トリクレンを２ヵ所で使用している
・１ヵ所が作業環境で第３区分なので改善したい
・新工場の局所排気が妥当か、意見を聞きたい

日本表面処理機材工
業会　副会長
中川 武氏
水ing株式会社
開発統括 開発管理・
推進部参事
小林　厚史氏

12月15日
13:15-
16:00

緊急事態宣
言発出の為

中止

Ｓ
08

10月20日
10:00‐
12:00

◯新規事業の原料試作時に発生する蒸気の対策
・なんらかの刺激のある気体
◯産業廃棄物の処理費用圧縮
・炭素繊維のリサイクル
・樹脂のロス品
・ウエスの処理

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4日
10:00-
11:30

Ｓ
10

10月27日
15:00‐
17:00

◯廃棄物（使用済み廃砂）の処理
・月10ｔ溜まった段階で、廃棄物処理業者がダンプで回収。処理費用が年々、上昇してい
る
・廃砂は、砂に付着した樹脂、鉄を流し込んだ際に浮いてくる酸化Si（軽石状態）、鉄以外
のMg等の金属酸化物（ノロ）、砂の微粉等が混在

事務局が川口鋳物組
合を訪問し、対応

－

番
号

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 第１回目 第２回目

専門家派遣

Ｓ
09

10月20日
10:00‐
12:00

◯酸化鉄のスケールの処理
・酸化鉄自体は資源となるが、焼き入れ・焼き戻しをしたときの油がついたスケール、ポリ
マー剤が含まれているスケール等は買い取ってもらえないため、埋め立て処理
◯騒音
・連続炉に自動投入時、加工物同士が衝突して騒音が発生。加工物の入ったパレットを
反転した際にも同様に騒音が発生

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
術室課長代理
杉田　雅幸氏

1１月６日
 14:00-
16:00
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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 10 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、集計した。結

果は、以下の通りであった。 

 

 

 10 社のうち、「大変満足」という回答が３社(30％)、「どちらかといえば満足」が５社

(50％)、「どちらかといえば不満」が２社（20％）だった。 

 

 アドバイスは、「大変役に立った」「役に立った」がそれぞれ４社(40％)で、「あまり役に立たな

かった」が２社（20％）だった。 

図表1-6 問１ 有効性の理由（MA，n=８） 

有効性の理由 社数 

課題解決の方法が明確になった 5 

専門家が熱心・丁寧であった 3 

最新の情報が得られた 2 

関連分野まで幅広い情報が得られた 2 

課題が明確になった 1 

課題が解決できた 0 

アドバイスが実務的・具体的であった 0 

その他 1 

30%

50%

20%

図表1-4 問１（１）本事業の満足度（SA, n=10)

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

40%

40%

20%

図表1-5- 問１（２）アドバイスの有効性（SA, n=10)

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
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 「大変役に立った」「役に立った」と回答した８社の理由としては、「課題解決の方法が明確に

なった」が５社、「専門家が熱心、丁寧であった」が３社、「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２社、「課題が明確になった」が１社であった。 

 

図表1-7 問１ 有効性の理由（MA，n=2） 

不満の理由 社数 

専門家がミスマッチであった 1 

アドバイス内容が一般的であった 0 

最新の情報が得られなかった 0 

狭い範囲の情報しか得られなかった 0 

期待していた内容と違っていた 0 

その他 1 

 

「あまり役に立たなかった」と回答した２社の理由としては、「専門家がミスマッチであった」が

１社、その他の理由として「緊急事態宣言による訪問延期でスムーズにいかなかった」が１社で

あった。 

 

 時間については、すべての会社で「適切」との回答であった。  
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 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、すべての

会社で「適切」との回答であった。  

 

 次年度以降の参加希望は、「希望する」が１社(10％)、「希望しない」が３社(30％)、「現時点で

は不明」が６社(60％)であった。 

図表1-11 問２ 派遣を希望する分野（MA，n=10） 

専門分野 社数 

廃棄物減量化、処理 6 

省資源・節水 3 

化学物質管理 3 

省エネ・地球温暖化防止 3 

産業洗浄 2 

排水処理 2 

土壌汚染防止 1 

工業塗装 0 

その他 0 

 派遣希望分野は、「廃棄物減量化、処理」が６社、「省資源・節水」「化学物質管理」「省エネ・

地球温暖化防止」が３社、「産業洗浄」「排水処理」が２社、「土壌汚染防止」が１社であった。 
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 「料金次第では利用したい」「有料であれば利用したくない」がそれぞれ５社 (50％)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  

 講師には有償で謝礼が支払われているのでしょうか。 

 鍍金組合では、排水処理、土壌汚染対策、化学物質管理等、環境負荷低減に関する講習

会を年に何回か実施しております。 

 専門家に謝礼をお渡しするケースもあるので、本制度と上手くリンク出来れば助かりま

す。 

 問題解決に直結する様なアドバイスを期待します。 

 各社個々の問題は千差万別と思いますが、弊社独自の問題解決が出来ればと期待しま

す。 

 2050 年のカーボンニュートラル目標で、今後熱処理業界として参考となる改善アドバ

イス等、頂ければ幸いです。設備導入に際し、参考にさせて頂きたい。 

 弊社の生産工程で排出される酸化スケール（金属粉）の再利用有価資源化のアドバイス

を頂ければ幸いです。製造経費削減に繋がります。 

 適格な専門家を派遣していただき、助かりました。 

 改善点は特にありません。 

 専門家の方々は知見があり、とても参考になりました 

 日々、改善等が繰り返されることで、より良いものが開発されれば教えていただきたい。 
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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：                                     ） 

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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（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

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



13 

 

３．事業実施から得られた成果と課題 

 ここでは、事業実施状況、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８社、「どちらかというと不満」、「あまり役に立た

なかった」という評価は２社であった。 

・派遣先企業８社中、「大変満足」が３社、それ以外の５社からも「どちらかといえば満

足している」という回答を得られた。 

 ・専門家のアドバイスに対しては、「役に立った」が４社、「大変役に立った」が４社で、

すべての企業で役に立っているとの回答を得られた。 

・役に立った点として、「課題解決の方法が明確になった」、「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」との回答が多かっ

た。 

「不満」、「役に立たなかった」点として、１社は（COVID-19による）緊急事態宣言による

訪問延期でスムーズに専門家派遣が実施できなかった。もう１社は、「専門家がミスマ

ッチ」であった。 

 

◯派遣する時間、及び回数については、すべての企業から「適切」との回答が得られた。 

・派遣先企業８社、すべてが、時間及び回数について、「適切」と回答しており、本事業

における専門家派遣の手法は、ほぼ確立できたように思われる。 

 

◯次年度以降の参加希望は、「希望しない」が３社、「現時点では不明」が４社であった。ま

た利用に関して、有料でも「料金次第では利用したい」が４社あった。 

・回答いただいた企業の背景が確認出来ていない。例えば今回の派遣で、当面の課題が解

決したことで必要を感じていない、有償なら希望しない等、理由が異なるため、評価す

るには、背景を確認する必要がある。 

・一方。「希望する」企業が１社あったこと、また、有料でも「料金次第では利用したい」

という企業も４社あり、本事業が再度利用する、料金次第では利用する価値のあるサー

ビスであるとの評価が得られたと考えられる。 

 

◯自由記述からは、次のような意見が得られた。 

・個別の企業に派遣するだけでなく、組合等との連携による講習会等への派遣、業界に対

する改善アドバイス等に対する期待 

・個社個別の問題に対して、個社の事情に沿った問題解決への要望 

 

（２）事業実施から得られた考察 

 今年度の専門家派遣事業の成果と課題を、主に３つの視点で取り纏めた。 
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① 本専門家派遣事業の実施スキームの確立 

本事業も３年となり、派遣する専門家も基本的には、同じ方に委嘱し実施してきたことで、

ノウハウが蓄積し、事業の実施運営スキームは、ほぼ確立できた。特に、本事業の特徴でも

ある事前ヒアリングを実施し、その結果を引き継ぎ、具体的な課題や想定される課題解決策

を準備し技術専門家を派遣するスキームは、個々の企業の実情にあった丁寧な助言につな

がっており、実施後のアンケートでの高評価につながったと考えられる。 

さらに今年度は、コーディネーターを中心とした実施ヒアリングメンバーが、技術専門家

に引き継ぐ際、資料の引き継ぎと共に、１時間程度の現場状況を共有、協議を実施し、書面

だけでなく、文面の間にある背景や派遣先企業の考えなどを、共有できた。この結果、より

派遣先企業の思いに沿った助言ができたことも大きな要因だったと推察する。 

 

② 熱意ある専門家の確保と事業継続に向けた課題 

本事業では、現在派遣している技術専門家の質も、高い評価を得られたアンケート結果の

自由回答にもあるように、事前ヒアリングにより派遣先企業の背景も把握した専門家が、熱

心に、事業背景も考慮し、きめ細かく助言したことが、高評価につながった。 

しかし、不満がある企業からは、「専門家のミスマッチ」という回答もあり、今後も専門

家の確保、拡充は進めていくことが重要である。 

一方で、現在の事業形態で、どこまで専門家に協力を求めて良いのか、課題も見えてきた。

現在、試行的事業として、所定の謝金で、専門家に協力をお願いしている。しかし、今後も

同規模の事業を継続していくには、専門家の工数に見合う報酬を確保しながら、公的サービ

スとして提供していくことが必要である。 

アンケートからも得られた通り、有償でサービスを提供する場合も、中小企業等が負担し

うる料金設定が事業継続のポイントであり、熱意ある専門家の確保には、適切な報酬を支払

うための財源確保を検討する必要がある。 

 

③ 中小企業等への周知 

昨年度と同様、今年度も派遣先企業の募集には苦戦した。しかし、浜松地区では、静岡銀

行等の金融機関から情報を得て、応募した企業があり、また複数の信用金庫からの問合せも

事務局にあった。そこで今後は、地銀や信金等、地元中小企業に強い金融機関に本事業のＰ

Ｒを早めに実施することで、募集方法を改善することが必要と考える。 
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第２章 VOC 排出抑制セミナー開催概要 

 

１．目的 

平成 18年４月から推進している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。）の排出抑制のための大気汚染防止法（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推進しているところであるが、

自主的取組を実施した産業界の削減率は 58％に達しており、一定の成果は上がっている。 

VOC排出抑制に関する普及・啓発の取組みの結果、直近の平成 30年度実績では、VOC排出

量推移では、自主的取組参加企業による VOC排出量は、平成 12年度より約６割削減してい

る。 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)して

おり、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: 令和２年２月１９日 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 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、当局では、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、Ｖ

ＯＣ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、VOC排出抑

制の意義やメリットなどを周知するため、事業者向け VOC 排出抑制セミナーを東京と山梨

で開催した。 

 

２．事業内容 

（１）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 
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③ 開催概要：東京会場および、山梨会場の 2 か所、概要は以下。 

 

（２）挨拶、講演内容および講演者 

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

・所要時間は、①東京会場および②山梨会場ともに計３時間 

 

① 東京会場 

次 第 講演タイトル/講演者 

開会挨拶 
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 瀧澤 剛氏 

一般社団法人日本印刷産業連合会 常務理事 緒方 宏俊氏 

講演① 
「印刷産業のサステイナブル経営における VOC削減と SDGs」 

有限会社サステイナブル・デザイン 代表取締役 西原 弘氏 

講演② 
「ビデオばく露モニタリングによる VOCばく露状況の見える化」 

中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 宮内 祐介氏 

講演③ 
「グラビア印刷職場の VOC排出抑制並びに職場環境改善事例」 

 株式会社全国グラビア分析センター 代表取締役社長 石塚 千吾 氏 

講演④ 

「化学物質の取り扱いにおける SDS の見え方とグリーンプリンティングへの

活用」 

中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 

衛生管理士 武井 貴史氏 

 

② 山梨会場 

次 第 講演タイトル/講演者 

開会挨拶 
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 瀧澤 剛氏 

山梨県 森林環境部 大気水質保全課 課長 渡辺 延春 氏 

基調講演 
「中堅･中小企業の VOC対策と SDGs の取り組み」 

早稲田大学教授 理工学術院 環境保全センター 所長 平沢 泉 氏 

 東京会場 山梨会場 

開催日時 
2020年 10月 30日(金) 

13:30～16:30 （受付 12:45～） 

2020年 11月 18日（水） 

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 山梨県 

開催場所 日本印刷会館 ２階会議室 山梨県立図書館 1階イベントスペース 

参加人数 

会場定員 30名/参加 45名 

WEB 定員 50名/参加 58名 

参加費：無料 

会場定員 30名/参加 20名 

WEB 定員 50名/参加 22名 

参加費：無料 
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講演① 
「産業洗浄工程における VOC の排出削減の具体例」 

日本産業洗浄協議会 シニアアドバイザー 久保 武敏 氏 

講演② 

「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 

衛生管理士 武井 貴史 氏 

講演③ 
「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」 

  久保井塗装株式会社 代表取締役 窪井 要 氏 

講演④ 
「新潟県における VOC排出抑制の取組」 

  新潟県 環境対策課 技師 小出 真 氏 

[同時開催]専門家による個別相談会の準備も行った。 

 

（３）周知方法 

①当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山梨県を通じ、関係企業等への周知、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

ない業界団体へも周知を実施した。  

③ (一社)エコステージ協会のホームページへの掲載及びメール配信を行った。 

④新型コロナウイルス感染症対策の中、今回は会場でのセミナーと共に WEB 開催を行っ

た。WEBでの参加希望の方は、別途事務局 WEB サイトへの申し込みを行った。  
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３．セミナー開催チラシの作成 

①東京会場チラシ (表)                 
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東京会場チラシ（裏） 
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②山梨会場チラシ (表) 
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山梨会場チラシ (裏) 
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【東京会場風景】 

コロナ禍の開催であり、全員へのマスクの着用、手指消毒など感染防止への協力を頂いた。 

 

【東京会場の講演者】 

 

開会挨拶 瀧澤剛氏     開会挨拶 緒方宏俊氏     講演①西原弘氏 

 

 

講演②宮内祐介氏      講演③石塚千吾氏       講演④武井貴史氏 
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【山梨会場風景】 

コロナ禍の開催であり、山梨でも全員へのマスクの着用、手指消毒など感染防止への協力

を頂いた。 

【山梨会場の講演者】 

開会挨拶 瀧澤剛氏                 開会挨拶 渡辺延春氏         

 

基調講演 平沢泉氏       講演①久保武敏氏        講演②武井貴史氏  
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講演③窪井要氏         講演④小出真氏 

 

【インターネットでの同時配信】 

新型コロナウイルス感染症対策としてWEB開催を東京と山梨の両会場で行った。 

東京会場は会場定員 30名に対し参加 45名、WEB定員 50名に対して参加 58名といずれも盛

況であった。 

※東京会場でネットワーク回線の不安定から接続不良が数回起こったが、後日の

YouTube配信で対応した。 

山梨会場は会場定員 30名に対し参加 20名、WEB定員 50名に対して参加 22名であった。 

 

       【システム構成 ※Skypeを使用して会場風景と説明資料を配信する】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【後日の YouTube配信】 

当日参加できなかった方や回線不良対策のために両会場の記録映像を YouTube に期間限定

で配信した。 
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【事務局ホームページでの案内例】        【YouTube配信の動画例】 

 

 

各講演資料の PDF はダウンロード

形式で配布した。 
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４．アンケート調査 

東京都および山梨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 

① アンケート調査概要【東京会場】                          

■ 調査項目： 「参考資料」の「平成元年度 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（会場+WEB参加者）：55名  

■ 実施日：  2020年 10月 30日(金) 

■ 回 収 数：30件  

■ 有効件数：30件、有効票回収率 55％ 

 

② アンケート調査概要【山梨会場】                         

■ 調査項目：「参考資料」の「平成元年度 VOC 排出抑制セミナー」 山梨会場アンケー

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（会場+WEB参加者） ：24名  

■ 実施日：2020年 11月 18日（水）  

■ 回 収 数：14件  

■ 有効件数：14件 有効票回収率 58％  

 

（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様との共催のこともあり、「印刷業」の

参加が 67%を占めた。続いて「一般機械器具製造業」（7%）」 などである。又、今回は WEB開

催や SDGsがテーマの講演を行ったため、中小企業支援機関や環境コンサルタント等の参加

も見られた。 
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               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 27%と最多であった。続いて 51～100

名以下の企業と 101～200 名以下からの参加がそれぞれ 20%、201～300 名以下は 7%であっ

た。資本金規模においては、3億円以下の企業在籍者が 20%を占め、大企業からの参加者が

目立った。 

 

       図表 2-2 従業員数            図表 2-3 資本金規模 

 

 

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、「製造部門」と回答する者が 27%と最も多く、「その他」（営業、技術、管理部

門）と「環境部門」（それぞれ 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主催者の関係から「業界団体」

が 61%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の参加であった。 
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              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 77%である。次に「関東経済

産業局」（13%）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「業界・所属団体」では「メール」と「案内」、「関東経済産業局」では

「ホームページ」「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） 

「印刷業のサステイナブル経営における VOC 削減と SDGs」、「ビデオばく露モニタリング

による VOC ばく露状況の見える化」、「グラビア印刷職場の VOC 排出抑制並びに職場環境改

善事例」と「化学物質の取り扱いにおける SDSの見方とグリーンプリンティングへの活用」

のすべての 4講演は「大変参考になった」「参考になった」を合わせた割合は、ほぼ 8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、「ビデオばく露モニタリ

ングによる VOCばく露状況の見える化における VEM（Video Exposure Monitoring、協会が

実施している見える化サービス）は大変勉強になりました。ありがとうございました。」と

いったコメントもあった。 

 

                図表 2-7 講演内容の有益度 

 

⑥ 講演のわかりやすさ（問４） 

「ビデオばく露モニタリングによる VOCばく露状況の見える化」の講演は、「よく理解で

きた」が 31％と高く、90%の方から「理解できた」の評価を得た。「グラビア印刷職場の VOC

排出抑制並びに職場環境改善事例」は、9割の回答者が「理解できた」の評価であった。 
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     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」（7%）、「実施可能な対

策技術と経済性が両立しない」（7%）を挙げている。 

 

               図表 2-9 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） 自主的取り組みへの参加状況は、40%である。  

（問 7） 現在、自主行動計画に参加の場合、「低 VOC 原材料 (商品)への代替・転換」

「作業方法の改善」（いずれも 50%）。続いて、「設備(行程）の改善」（42%）「VOC

除去装置の設置」（33%）が上位の回答である。 

（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
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程）の改善」（71%）「作業方法の改善」（57%）が上位であり設備の導入より行程や

作業方法に重点がある。「VOCの発注抑制に効果のある操作条件の検討」「低 VOC原

材料(商品)への代替･転換」（それぞれ 29%）がそのあとに続く回答である。 
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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 

 

 

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」（57%）、さらに「環

境技術に関する情報」「自主的取組の具体的方法」（それぞれ 47%） など VOC 排出削減を実
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現できるより具体的な情報が必要と考えている。  

 

      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） 

アンケート記載のご意見は、以下のとおり。特にコロナ禍対策として WEB セミナーを実施

したことに対しての参加者からの感謝コメントが多く見られた。又新たなテーマの SDGsに

よるサステイナブル経営にも賛同のコメントを頂いた。 

 

          図表 2-14 感想、意見内容（問１０ 自由記入より） 

コメント 内 容 

全体への

コメント 

・コロナ禍で WEBでの視聴対応に感謝致します。ネットワーク接続の不備が

数回起こり残念でした。 

・WEBセミナーでのご対応ありがとうございました。セミナーの参加がしや

すく非常に助かりました。当日の運営はトラブルもあり、大変だったと思

いますが、今後とも有効なセミナーがございましたら是非ともお願い申し

上げます。 

講演への

コメント 

講演①「印刷産業のサステイナブル経営における VOC削減と SDGs」 

    有限会社サステイナブル・デザイン 代表取締役 西原 弘氏 

■コメント⇒サステイナブル経営に関して興味を持てた。 

講演②「ビデオばく露モニタリングによる VOCばく露状況の見える化」 

   中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 宮内 祐介氏 

   ■コメント⇒VEM（Video Exposure Monitoring）、大変勉強になりま

した。ありがとうございました。 
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（３）アンケート調査結果【山梨会場】                          

① 回答者の業種（問１） 

本セミナーは、山梨県との共催のこともあり、幅広い業種からの参加があった。製造業で

は「化学工業」の参加が 21%と最も高く、その他として「印刷業（14%）」 などである。又、

今回は WEB 開催もあり、技術サービス業(環境関連コンサルタント等を含む)等の参加も多

く見られた。「その他」の内訳は、NPO法人、貨物自動車運送業、荷役業、廃棄物リサイクル

協会などである。 

図表 2-15 回答者の業種 

※複数の業種をもつ企業もあり、合計は 100%を超える。 

 

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 50%と最多であった。続いて 51～100

名以下の企業の参加が 21%、その他がそれぞれ 7%であった。資本金規模においては、1億円

以下の企業在籍者が 65%を占め、中堅企業からの参加者が目立った。 

      図表 2-16 従業員数             図表 2-17 資本金規模 

 

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 21%と最も多く、「経営者・役員」と「製造部門」

（それぞれ 14%）が続いた。「その他」の内訳は、副理事長、営業、油槽所管理、調達部門か

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主催者の関係か

ら「業界団体」と「商工会」がそれぞれ 14%である。また業界団体の具体名は、自動車部品



35 

 

工業会、各県産業廃棄物協会、大阪府産業支援協議会などである。 

 

     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 43%である。次に「県市等自

治体」（21%）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「業界・所属団体」では「案内」、「関東経済産業局」では「メール」に

よる周知が目立った。  

 

            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） 

「産業洗浄工程における VOCの排出削減の具体例」 以外は、の 4講演は「大変参考にな

った」「参考になった」を合わせた割合は、80%を超え、講演内容は有益な情報と認識された。

特に、参加者からは、「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」

が大変参考になったとの割合が高かった。その一方で、「具体例をもっと時間をとって頂き

たかった。」といったコメントも頂いている。 
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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） 

「産業洗浄工程における VOC の排出削減の具体例」と「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」の講演は、「よく理解できた」が 57％と高く、「理解で

きた」の評価を加えると 100%の方から評価を得た。「新潟県における VOC 排出抑制の取組」

も、多くの方から評価を頂いた。 

 

     図表 2-22 講演内容の理解度 

 

 

⑦ 自主的取組の障害（問５） 

「自社の組織体制が十分でない」（29%）、続いて「取組方法がわからない」、「自社に適し

た対策技術がわからない」、「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」、「実施可能な対策技術と経済性が両立しない」（それぞれ 21%）を自主規制の障害とす

る回答が多い。「その他の具体内容」として、「該当作業がない、自主取り組みについて知り
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たかった、対象業務を行っていません」などのコメントがあった。 

 

               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）「自主的取り組みへの参加状況」は、14%である。 また、「これから自主的取組へ

の参加を検討する」と答えたのは 36%と、合計して 50%が取組みに前向きな企業

である。「その他」の具体的回答として、「活動を通じて啓蒙、ＥＢインキを使用

している、ＥＢ照射によるＶＯＣレスの印刷機械の販売促進を行っている。」な

どがあった。  

（問 7）現在、自主行動計画に参加の場合、取り組んでいる項目の「作業方法の改善」が

トップの 100%で、残りの 4つの取組みは、それぞれ 50%の回答である。 

（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、「低 VOC原材料

(商品)への代替･転換」（71%）が上位であり、その他は設備や材料の導入や行程や

作業方法の改善であった。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」「代替･転換する

低 VOC 原材料(商品)に関する情報」「法規制に関する情報」（それぞれ 57%） など VOC 排出

削減を実現できるより具体的な情報が必要と考えている。  
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      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） 

アンケート記載のご意見は、以下のとおり。特にコロナ禍対策として WEB セミナーを実施

したことに対しての参加者からの感謝コメントが多く見られた。又新たなテーマの SDGsに

よるサステイナブル経営にも賛同のコメントを頂いた。 

 

          図表 2-28 感想、意見内容（問１０ 自由記入より） 

コメント 内 容 

全体への

コメント 

・具体例をもっと時間をとって頂きたかった。 

・1コマ 30分前後の枠が受講し易かったです。現場で即対応可能な事を考

え、先ず行動していきます。今後も同様のセミナーがあれば、参加したい

とおもいます。 

・社内の取組みに活用させていただきます。ありがとうございます。 

講演への

コメント 

・平沢先生の基調講演含め、大変参考になりました。「濃いところで対策を考

えるは、産業廃棄物リサイクルの分野でも重要な視点だと思います。窪井

様の「環境とコスト削減と両立する取り組み」も今後の日本の産業発展に

ついて大きな示唆を含んでいると思います。貴重な機会をありがとうござ

いました。 

・中国国家標準規格(GB規格)に沿った内容での開催を期待します。 
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５．今後の開催に向けて 

本章では、東京及び山梨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。 

東京都および山梨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）VOC 排出削減対策を進める上で、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」など、具体的な取組情報が必要との

要望がある。 

アンケート（問１０）からの要望コメントからの示唆としては、「実際の具体例や技術」

「現場で即対応可能な事」「サステイナブル経営」など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 山梨会場での必要と考える情報 

他社の取組事例（57%） 

環境技術に関する情報（47%） 

自主的取組の具体的方法（47%） 

他社の取組事例（57%） 

代替･転換する低 VOC 原材料(商品)に関する

情報（57%） 

法規制に関する情報（57%） 

 

 

 

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 山梨会場の要望 

「印刷産業のサステイナブル経営にお

ける VOC削減と SDGs」はサステイナブ

ルな経営の実現の参考として興味を持

てました。 

「ビデオばく露モニタリングによる

VOCばく露状況の見える化」の VEMは

大変勉強になりました。 

・具体例をもっと時間をとって頂きたかっ

た。 

・現場で即対応可能な事を考え、先ず行動し

ます。 

・平沢先生の「濃いところで対策を考える」

は、産業廃棄物リサイクルの分野でも重要な

視点と思います。 

・窪井様の「環境とコスト削減と両立する取

りに組み」も大きな示唆を含んでいると思い

ます。 

・中国国家標準規格(GB規格)に沿った内容で

の開催を期待します。 
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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 

（２）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 29 年度、下図参照）から、塗装、燃料(蒸発ガス)

が大きな VOC排出量をしめ、その他の化学、印刷、産業洗浄なども VOCを排出している。自

主的取組を廃止した場合、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、業界団体とも連携しながら、自主的取組を支援する VOC排出削

減対策セミナーの開催が望ましい。 

図表 2-29 VOC 排出量の発生源品目別割合（平成 29年度） 

（資料）「平成 30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

31年 3月） 

①他社の取組事例は、参加者が現場で即対応可能な事として要望している情報である。 

②取組事例は、具体的方法を提示する必要があり、具体的な現場行程や作業方法の改善、

環境技術に関する情報に加え、背景の法規制情報などを提供することが重要である。 

③VOC 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改善できる

よう、専門家派遣事業へ繋げるセミナーとの連携を今後推進することが重要である。  

 セミナー講演において、塗装、洗浄、排水等のテーマ毎に、専門家が来場者へ企業の改

善の事例を紹介することで、事前の金融機関や自治体の連携と合わせて、次年度の専門

家派遣先開拓のための PR に使って行くことも考えられる。 

④今後は、ESGや SDGs視点がサプライチェーン上必要となるので、従来の健康管理に加

え、サステイナブル経営や資源循環のサーキュラーエコノミーなどの視点も VOC セミナ

ーとして提供してゆくことも必要である。 
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現在、下記の 41業界団体等、約 20,500社が取組を報告しており、VOC排出削減対策セミ

ナーを実施する際には、県市や商工会議所との連携に加えて、これらの業界団体等との連携

も重要と思われる。 

 

【参考】事業者による自主的取組のフォローアップに参加している業界団体等 

（資料）「平成 30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

31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組む事例が多く見ら

れる。 

 

経済産業局 令和２年度 令和元年度※ その他 

北海道経済産業局   H26 札幌 

関東経済産業局 

東京(印刷) 

山梨 

新潟(産業洗浄) 

東京(印刷) 

 千葉(石油) 

東京(印刷) 

川崎 

中部経済産業局 名古屋 名古屋(VOC/水銀) 名古屋 

近畿経済産業局 
神戸 

大阪 

大阪 

東大阪 

大阪 

東大阪 

中国経済産業局   H28 広島(塗装) 

四国経済産業局   H28 岡山(印刷) 

九州経済産業局 
 福岡(石油/印刷) 

鹿児島( 〃  ) 

福岡 

鹿児島 
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※令和元年度の補足 

・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、取組み企業事例や最新

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。参考までに、今年度の開催結果から、次年度のセミナー開催案を

記載したい。 

 

① 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 ～》 

・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ゆく。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。 

・VOC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排出量をしめて

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。 

 

② 重要な専門分野と関係業界団体の例 

・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、サーキュラーエコノミー(リサイクル・再資源化) 

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 

 

③ 専門家による講演 

・企業の改善事例発表 

専門家から実際に VOC 排出削減効果を創出している企業の課題とその対策、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。  

 



44 

 

④ 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

出来る方 

・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来る方   

・「投資対効果」、「法規制」、「環境技術」、「SDGs」などに係わるテーマも考慮に入れた資

料を提供できる方  

（配布資料は、量と見やすさ、動画の利用などにも気配りが必要） 

※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と思われる。 

 

⑤ VOC排出抑制の取組み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。 

・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。 

 

（４）集客と運営としてのオンラインについて 

新型コロナウイルス感染症対策として WEB 開催を東京と山梨の両会場で行った。この結

果、会場のみ参加者数の 2.4倍となり、集客効果の向上が達成でき、WEB参加者からも感謝

のコメントを数多くいただいている。今後もニューノーマルの社会環境から社会のオンラ

イン化が継続してゆく中、VOC排出削減対策セミナーの開催・集客に、3密を避けた WEBセ

ミナー形式が必要と思われる。 

 

① 東京および山梨会場の集客のまとめ 

※会場と WEBの参加者は、主催者関係やセミナー関係者を合計した数値である。 

 

 会場 WEB 

会場定員 会場参加者 満席率 WEB定員 WEB参加者 満席率 

東京会場 30 名 45名 150% 50名 58名 116% 

山梨会場 30 名 20名 67% 50名 22名 44% 

合計 60 名 65名 108% 100名 80名 80% 

集客効果 
2 会場の合計参加者の 65 名に WEB 参加 80 名を加えると 145 名となり、WEB

集客の効果により、全体は会場定員 60名に比較して 2.4倍の集客となった。 
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②  システム構成 ※Skype を使用して会場風景と説明資料を配信する 

 

 

 

③ 後日の YouTube 配信の今後の活用 

東京会場でネットワーク回線の不安定から接続不良が数回発生したが、後日の YouTube配

信で対応した。 

当日参加できなかった方や回線不良対策のために両会場の記録映像を YouTube に期間限

定で配信した。 

今後の、参加申込のご案内には、後日の YouTube配信への参加も加えることで、多様な参

加形態が可能となり、VOC排出削減対策セミナーに関心のある多くの方への情報提供が可能

となる。 
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【参考資料】 

■東京会場実施アンケート票 

 



47 
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■山梨会場実施アンケート票 
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第３章 専門家派遣とＶＯＣ排出抑制セミナーを通じた今後の政策提言 

 

本専門家派遣事業を３年間試行的に実施し、事業運営方法については、ほぼ確立できた。

本事業の契機となった「中小企業等では、人的・金銭的不足のため、環境改善のための専門

人材を自社内に置くことができず、自社の環境課題解決が十分にできていない」という人的

な課題に対して、専門家派遣という形で、人的支援をする枠組みはできつつある。 

一方、それ以外の課題として、次の２点は、まだ解決に至っていない。 

１つ目の課題は、コスト負担である。誰が環境負荷低減に向けたコストを負担するのかと

いう点である。中小企業等では、サプライチェーンにおける受注業務が多く、取引先との価

格交渉から、設備投資のコストを製品価格に賦課することが難しい。また、過去に容認され

た設備を長年、使用しているケースも散見される。 

このため、中小企業等が自ら専門家に相談した場合でも、必要なコストを自己負担しなけ

ればならなくなる可能性が高いと考えるため、相談を控えてしまうと推察される。 

２つ目は、情報不足である。設備投資等、コストをかければ、環境負荷低減に繋がるが、

前述の要因から、自社で多額のコストを負担することが出来ないケースが多い。中小企業等

が、少ないコストで実施できる対策等の情報を周知することが重要である。また自社の事情

を踏まえた専門家による改善案を助言する本事業の情報をより一層周知することも重要と

言える。 

この情報不足を補完する手法として、VOC排出抑制セミナーは、有効な取組の一つと言え

る。 

そこで、上記２つの課題を踏まえた政策提言を行う。 

 

１．中小企業等のコスト負担軽減への対策と、その情報周知 

 中小企業等のコスト負担については、国などの補助金等の活用を推し進めていくことが

望まれる。 

現在、国は「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を提唱しており、

中堅中小企業においても、環境に配慮した持続可能な企業経営の取組を推し進めることが

期待されている。 

一方で、既に様々な補助金、助成金制度が提供されている。これらの制度に関する情報を

周知し、うまく活用することで、環境負荷低減に繋げる工程改善や新しい技術開発を着手す

る取組に繋げることが重要である。 

また、ESG 投資を活用した金融機関との連携、ESG や SDGs を標榜する大企業との連携を

促す戦略やＰＲも推進すべきであり、これら金融機関や大企業へのＰＲも進めることが重

要である。 

次年度の具体的な取組例を示す。 

 

（１）地方自治体との連携 

今回、「環境負荷低減関連支援セミナー」は、東京と山梨の２地区で実施した。その中

で、山梨については、その前後で山梨県と連携し、専門家派遣先企業の募集を実施した。 

今年度は、感染リスク回避のため、専門家派遣は実現しなかったが、山梨県では、継続
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して本事業のＰＲを推進しており、次年度、早めに事業実施予定等を打診し、事業ＰＲ、

専門家派遣先企業の確保を進めることとしている。 

県等の地方自治体と連携することで、県や市独自の補助金や助成制度等のメニューも紹

介しながら、情報提供を進めることを提案する。 

 

（２）地域金融機関を通じた事業ＰＲ 

今年度、浜松地区では、３件の専門家派遣の応募があった。これら企業からは、静岡銀

行、及び浜松いわた信用金庫から本事業の情報を得たとのことであった。 

また長野の信用金庫からも、事務局宛て、本事業に問合せがあった。 

地方銀行、及び信用金庫は、自社サービスの一環として、地域の中小企業等へ情報提供

を積極的に行っている。これら地域金融機関は、企業財務に通じ、経営者ともアクセスし

易く、彼らとの連携した事業ＰＲは極めて有効である。 

広域関東圏、すべての地域金融機関に事業 PR を実施することは、マンパワー、コスト

的に難しい。当面は、当該セミナーの開催地区等で事業 PRを強化し、当該地域の金融機

関と連携して事業 PR を進めることで、事業認知地域を拡げ、広域関東圏全体での認知を

目指していくことを提言する。 

 

（３）ESG や SDGs に取り組む大企業等への事業 PR 

 中小企業等の製造現場には、金属加工における洗浄工程で使うトリクロロエタンのよう

に、未だ健康被害につながる危険があり、早急に対応が必要な課題もある。一方、そうし

た企業の中には、メーカーの三次下請け以降の企業も多く存在する。 

国が提唱する「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」に呼応し、環境

に優しい取組、ESGや SDGsを標榜する大企業がある一方、健康リスクに直面しながら、こ

れら企業の下請け業務を行っている中小企業等の現場改善をしていくことが重要である。 

本事業の取組をこれら ESGや SDGsを標榜する大企業にも PRすることで、大企業等の理

解を得ていくことで、大企業の調達施策にもつながる制度設計につなげる事を目指した

い。 

 

２．専門家派遣事業の派遣対象分野の拡充とコーディネーター機能の充実について 

 

（１）派遣対象分野を拡充するための専門家、コーディネーター機能 

 専門家派遣事業の派遣対象分野は、昨年度同様、「塗装」「洗浄」「排水処理」を募集時の

テーマとした。中小企業等の環境改善が進まない理由として、利益に直結しない技術専門家

を雇用する余裕がないことが要因であり、それらを解決する施策として、本事業が試行され、

一定の評価が得られたところである。 

一方、製造工程の環境改善は、持続可能な経済、廃棄物削減・再資源化、省エネルギー（脱

カーボン）、作業環境の改善とも強い関連があり、グリーン成長戦略に資する総合的な対応

ができる専門家、全体の物質の流れ、エネルギーの流れ、環境負荷物質の流れなど、全体を

見る事が出来るエンジニアリング関係の専門家等の育成が求められる。 

この取組を推進するためには、派遣する専門家の専門分野の拡大、これらをコーディネー
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トできる専門家（コーディネーター）機能を充実させることを提言したい。 

 

（２）継続して支援する体制整備 

本専門家派遣事業の課題として取り上げた具体的な課題解決や改善につながる事例は、

２件あった。１件が群馬県の企業、もう 1件が埼玉県の企業である。 

群馬県の企業は、２年前に訪問した企業であるが、エコステージ協会のコンサルタントか

ら、その後、工場を新設するとの情報がそれをきっかけに、今年度、新設する工場の排水処

理設備に関する助言を受けたいとのことで、申込みがあった。 

埼玉県の企業は、今回初めて訪問した企業であるが、専門家の適切な助言により、現在の

作業場を移転、設備投資する段階で、再度検討したい旨、コメントをいただいた。 

昨年度事業の提言の中でも言及しているが、設備更新等が必要となる解決策については、

助言を受けた中小企業等が実行できるタイミングで，再度、専門家派遣するような工夫も必

要と思われる。 

以上の成果は、単年度だけではなく、継続したフォローにより実現できることを意図して

いる。当課、ならびに単年度の事業事務局では、工場新設や設備更新の個社の情報を得るル

ートが無いため、前述の地域金融機関等、中小企業等と継続して情報交換している機関との

ネットワークを構築することが、重要である。 

そこで、継続した助言や、前年度までに実施した企業に対して、その後の状況把握ができ

るような仕組みを検討することを提言する。同時に、継続したフォローを実施できるように、

アンケート調査のあり方についても、見直しを図ることが望まれる。 

 

３．中小企業等が取り組める改善策の集積とその情報発信 

 中小企業等が取り組むためには、少ないコストで実施できる対策等の情報を広く発信、中

小企業等がアクセスできるようにすることも重要である。 

３年間の事業の中で、様々な助言を行ってきており、これらの事例を集積し、中小企業等

が自社の参考にできる情報提供ができつつある。これらを活用した情報発信が望まれる。 

今回の VOC 排出抑制セミナーでは、中小企業等が自社でも実施できるような具体的な改

善事例の紹介をしており、今後も中小企業等に向けた情報発信が必要である。 

また J-Net21の中には、ビジネス Q&Aというコーナーがあり、そこで専門性の高い質問に

対しても回答がされている。こうした既存の仕組みと組み合わせることも有効である。 

ＤＸの活用は、不可逆的な流れであり、今後もオンラインやオンディマンドでのセミナー

や成果を積極的に配信、あるいはオンラインでの企業と専門家の相談、さらには課題に対す

る回答のＡＩ化やＡＩ診断も将来的に開発することで、効率的に多くの中小企業等に対応

できる仕組みとする工夫が肝要である。 
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第４章 環境ビジネス創出支援調査 

 

１．社会実証型支援モデルケース事業の発掘・推進 

（１）社会実証型支援モデルケース事業の実施概要 

①社会実証型支援モデルケース事業を実施する背景、目的 

 令和元年度中小企業等産業公害防止対策調査「循環型経済社会における産業公害防止に

資する環境ビジネスの創出に関する調査」において、令和２年度以降に実施する環境ビジネ

スの効果的な支援のあり方、効果的な支援の方法の一つとして、“社会実証型支援モデルケ

ース事業の推進”が挙げられた。“社会実証型支援モデルケース事業”は、既存の環境ビジ

ネス事業者、ベンチャー企業を対象に、地域の環境保全・環境負荷低減に資するビジネスの

事業化を目指している事業者もしくは、重点支援分野（ケミカルリサイクル、プラスチック

の選別（ソーティング）、小型バイオガス発電・熱供給（脱水・乾燥等の前処理を含む））を

対象にしている事業者等に対し募集を行い、採択された事業者に対し、社会実証を行っても

らうことを想定していた。 

このような背景を踏まえ、地域の環境保全・環境負荷低減に資するビジネスの事業化を目

指している地域の中堅・中小事業者等に対してビジネスモデル構築を目指した“社会実証型

支援モデルケース事業”を募集し、採択された事業者の社会実装を展望した支援をすること

により、事業化や販路開拓に向けた効果的な支援方法や課題等を抽出し、将来の環境ビジネ

ス支援に資することを目的に、「令和２年度環境ビジネス社会実証型支援モデルケース事業」

を実施した。 

 

②社会実証型支援モデルケース事業の実施経緯 

 本年度調査の中で、まず、社会実証型支援モデルケース事業の公募要領を作成し、公募を

行った。応募者には、申請書ならびに事業計画書を提出してもらった。 

今年度は２件程度のモデルケース事業を採択する予定としていたことから、環境ビジネ

スに詳しい学識経験者３名の協力を得て、以下の審査基準に基づき、今年度の社会実証型支

援モデルケース事業の支援対象候補とした。 

 

図表 4-1 審査基準 

審査基準分類 審査基準 配点 

事業の有効性 地域の環境保全、環境負荷低減に資するものであるか 大 変 満 足 

10点 

満足８点 

やや物足り

ない４点 

物足りない

２点 

期待される効果と事業費との妥当性 

モデルとして

の発展性 

当該モデル事業が、社会実装に発展可能なものであるか 

事業の具体性・

実現可能性 

実施計画書の計画が具体的に記入されているか 

推進体制として、事業成果の取りまとめ、関東経済産業

局との連絡調整等に対応し得る体制が整えられているか 

関連団体との円滑な協力や連携が図られているか 

 支援対象候補２社に対し、当局及び事務局で申請内容の確認ならびに事業計画書の予算

内、期限内での実施可能性を確認し、今年度支援対象に決定した。 

 今年度支援対象とした２件は、次のとおりである。 
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図表 4-2 「令和２年度環境ビジネス社会実証型支援モデルケース事業」支援事業 

 

 

 上記２社が、令和２年 10月から令和３年２月末日まで、「令和２年度環境ビジネス社会実

証型支援モデルケース事業」を実施した。 
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令和２年度環境ビジネス社会実証型支援モデルケース事業 

公募要領 

 

１．はじめに 

新たな産業公害防止技術や個別の環境対策課題を解決するビジネスを生み出す機会を創出し、環境産

業（環境ビジネス）が成長産業の一つとして、地域産業の活性化や我が国経済の付加価値額の増大にも

寄与していくことが期待されるところである。 

地域の中堅・中小企業等にとっても、自社の技術を活かして画期的な環境製品や技術を開発し、環境

ビジネスを展開するチャンスとなり、それには資源循環型社会の展望等を見据え、産業界の課題やニー

ズに基づいた産業公害防止対策上の課題等を把握した上で、環境ビジネスの事業展開や支援のあり方を

検討していく必要がある。 

関東経済産業局では、地域の環境保全・環境負荷低減に資するビジネスの事業化を目指している地域

の中堅・中小事業者等に対してビジネスモデル構築を目指した社会実証型モデルケース事業を募集し、

採択された事業者の社会実装を展望した支援をすることにより、事業化や販路開拓に向けた効果的な支

援方法や課題等を抽出し、将来の環境ビジネス支援に資することを目的に、今年度、「令和２年度環境ビ

ジネス社会実証型支援モデルケース事業」を実施するものである。 

 

２．対象事業 

（１）事業の内容 

地域の環境保全・環境負荷低減に資するビジネスの事業化を目指している事業者もしくは、重点支援

分野（省廃棄物・節水・省エネに寄与する水処理、非常時の水供給、ケミカルリサイクル、プラスチッ

クの選別（ソーティング）、小型バイオガス発電・熱供給（脱水・乾燥等の前処理を含む））を対象にし

ている事業者等に対しビジネスモデル構築を目指した社会実証型モデルケース事業を募集し、採択され

た事業者に対し、社会実証を行ってもらう。 

 

＜具体的な実証内容例＞ 

・工場団地の排水処理から発生する汚泥ゼロを実現するビジネス 

・海洋プラスチックを市民団体と協力して回収し、再生するビジネス 

・地域の森林管理とエネルギーレジリエンスを兼ねた小型バイオマス発電事業 

・その他、サーキュラー・エコノミーを実現するビジネス ／など 

 

（２）公募の対象 

対象は広域関東圏（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））に事業所または工場が所在する既存の環境ビジネス事業者、ベンチャー

企業等とする。なお、複数の事業者が連携して提案することを妨げない。 

 

（３）事業の助成内容 

事業費は、１事業当たり概ね１５０万円程度（税込）まで、合計２件程度とする。 

具体的な額については、選定委員会による審査結果、事業計画の熟度・実現可能性や具体性に応じて

減額される場合がある。 

※決定される事業費は、申請者が記載する申請金額と必ずしも一致するものではありません。 

 

（４）事業対象経費 

社会実証の実施に必要となる費用、ビジネスモデルの検討に資する市場調査、事業採算性評価の実施

に必要な費用、その他必要と認められる経費に該当する費用とし、関東経済産業局が別途契約した本事

業の事務局請負事業者から支払う。 

※備品購入や施設整備など事業終了後に財産となるような支出の計上は不可とします。 
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（５）事業の実施期間 

令和２年１０月頃から令和３年２月末日まで 

※本モデル事業の実施に際して、有識者等からの助言を得るため、会合・報告会を開催する場合があり

ます（年度内に１回、場所はさいたま市を予定）。会合・報告会にともなう旅費については、関東経済

産業局が別途契約した本事業の事務局請負事業者から支払います。なお、単価等は「国家公務員等の

旅費に関する法律」に準じます。 

 

（６）事業の成果報告 

事業の成果を報告書としてとりまとめ、提出すること。 

報告書に記載する事項としては、事業の実施内容、得られた効果（達成した成果）、課題の整理及び今

後の対応策・展望等を想定するが、詳細は採択決定後に関東経済産業局及び関東経済産業局が別途契約

した本事業の事務局請負事業者とも協議することとする。 

 

３．応募方法等 

（１）応募方法 

別添の実施計画書（様式１）に必要事項を記入の上、本事業の事務局請負事業者にＥメール

（ecomodel@murc.jp）（件名：「令和２年度環境ビジネス社会実証型支援モデルケース事業」の応募につ

いて）で提出すること。 

※参考資料がある場合にはあわせてお送りください。 

 

（２）公募期間 

令和２年８月２０日（木）～８月３１日（月） 

 

（３）応募先及び問い合わせ先 

令和２年度環境ビジネス社会実証型支援モデルケース事業事務局 

TEL ：０３－６７３３－３４５６ 

E-mail：ecomodel@murc.jp 

 

４．選定方法・基準等 

（１）選定方法 

関東経済産業局において、地域の環境保全、環境負荷低減の効果、社会実装への展開可能性などの観

点から、対象事業を選定する。なお、選定過程において、申請者にヒアリングや追加資料の作成等を依

頼する場合がある。 

 

（２）選定基準 

モデル事業の選定に当たっては、以下の観点から評価を行う。 

 

（ア）事業の有効性 

・地域の環境保全、環境負荷低減に資するものであるか。 

・期待される効果と事業費との妥当性 

 

（イ）モデルとしての発展性 

・当該モデル事業が、社会実装に発展可能なものであるか。 

 

（ウ）事業の具体性・実現可能性 

・実施計画書の計画が具体的に記入されているか。 
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・推進体制として、事業成果の取りまとめ、関東経済産業局との連絡調整等に対応し得る体制が

整えられているか。 

・関連団体等（事業者、地方自治体等）との円滑な協力や連携が図られているか。（該当する場合） 

 

（３）選定結果 

選定結果は、令和２年９月中に応募者へ通知する。 

 

５．その他（注意事項など） 

①採択された場合は、事業内容の詳細について関東経済産業局と打ち合わせた上で、モデル事業を実

施する者として関東経済産業局が別途契約した本事業の事務局請負事業者との協力の下に事業を

開始する。進捗管理、分析、実施報告等に必要な書類等は、関東経済産業局が別途契約した本事業

の事務局請負事業者に従い提出すること。 

②事業の終了後、事業成果のフォローアップ等のため、報告等を求める場合がある。 
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（様式） 

 

令和２年  月  日 

 

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 宛 

 

 

 

令和２年度 環境ビジネス社会実証型支援モデルケース事業 

申請書 
 

 

 

 

標記の件について、次のとおり申請します。 

 

 

【申請者について】 

事業者名 
 

担当者名 
 

連絡先 

電話番号： 

Ｅ－mail： 
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令和２年度 環境ビジネス社会実証型支援モデルケース事業 

事業計画書 

 

１．社会実証もしくはビジネスモデル構築に資する事業提案の概略 

（１）提案の名称 

 

 

 

（２）提案の概要 

作成注：社会実証もしくはビジネスモデル構築に資する事業の内容について、簡

潔にご記入ください。（別紙でご提出いただいても結構です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）提案の実施体制、参加・協力が想定される者との調整状況 

作成注：貴社の内部の体制（他部署との連携など）を記入ください。 

加えて、外部団体（例えば、市民団体、民間事業者、地方自治体など）

との連携を予定している場合には、それぞれの役割及び申請時点での調

整状況についてご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）提案実施後の展開に関する方針 

作成注：令和２年度に本事業を実施いただいたあとの社会実装に向けた方針な

ど、現時点での想定をご記入ください。 
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２．提案の実施に伴い期待される効果 

作成注：地域の環境保全、環境負荷低減に対し、どのような効果が期待されるか

ご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

３．環境ビジネスに関する現在の取組み状況 

（１）環境ビジネスに関する現在の取組状況 

作成注：現在実施している環境ビジネスに関する取組を具体的にご記入くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業化や販路開拓等に関する課題 

作成注：本提案を提出するに至った理由・背景としての、事業化や販路開拓等に

関する課題をご記入ください。 
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４．提案の実施スケジュール 

作成注：どの時期にどのような準備・調整を行うのか、事業開始・終了時期の時

期などを整理してください。なお、進捗状況については、関東経済産業

局及び関東経済産業局が選定する本事業事務局請負者が適宜確認をさ

せて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．実施時に必要となる費用 

作成注：事業実施時に必要となる費用を記載ください。事業にかかる費用は、関

東経済産業局が選定する本事業事務局請負者を通じて、関東経済産業局

が負担します。 

 
（単位：千円） 

区分 予算額 備考 

原料調達費 200  

中間処理・リサイクル費 450  

最終処分費 550  

社会実証関係者説明会会

場費 

50  

・・・・・ △△  

市場調査委託費 1,000  

・・・・・ △△  

事業採算性評価委託費 1,000  

・・・・・ △△  

合計 〇〇〇〇  

 

 

 

６．その他（関東経済産業局及び本事業の事務局請負事業者に期待する事項） 

作成注：事業実施にあたり、関東経済産業局及び関東経済産業局が選定する本事

業事務局請負者に支援を期待することをご記入ください。（例えば、事業

内容全般に関する意見交換・助言、受けたいコンサルティング内容、な

ど） 

 

 

（以上） 
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（２）社会実証型支援モデルケース事業の実施結果 

株式会社スイシン、グリーンプラ株式会社から提出された報告書を踏まえ、支援手法とし

ての社会実証型支援モデルケース事業の有効性を評価するとともに、今後に向けた改善点

を整理した。 

 

①株式会社スイシンが実施した事業 

・社会実装を展望した支援の有効性 

 同社は北九州工業高等専門学校に製品性能評価を依頼し、実施した。 

 提出された報告書からは、社会実証型支援モデルケース事業を通じて、早期商品化に向け、

ReCalo+8の試作機を製作できたことを確認した。 

 

図表 4-3 ReCalo+8 の試作機 

 
（資料）スイシン報告書 

 

ReCalo+8は、 3つのパーツに分かれており、それぞれを①流量調整部、②カートリッジ、

③ケースと呼称する。（次ページ図参照） 

ReCalo+8は ReCalo+15、ReCalo+30と同様に、①流量調整部③ケースは SUS304、②カー

トリッジは SUS316Lの材質で出来ており、腐食に強い。装置高さは市場のオーバーフロー

口から計算し、また、装置の軽量化を図り、約 15ｋｇを想定し設計し、想定設計をクリア

する仕上がりとなった。 
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図表 4-4 ReCalo+8 の構成 

 
（資料）スイシン報告書 

 

試作機 ReCalo+8の商品化に向けた課題が４点挙げられたが、いずれも改善の目途が立っ

ており、社会実装に向けた支援事業として、社会実証型支援モデルケース事業は有効であっ

たと考えられる。 

図表 4-5 試作機 ReCalo+8の問題点と改善方法（その１） 

問題点１：ReCalo+8 は、排水の流量が 8L/min を想定し設計したが、実際は排水量が 

7.5L/min 以上になるとオーバーフローが発生し、オーバーフロー分の排水熱回収率が

下がってしまっている。 

改善方法：写真 1の赤丸部分（オーバーフロー口）の高さを上げる、もしくは青丸部分

（流量調整部）の深さを下げて、流量調整部に貯められる排水量を増やす。 

 

（資料）株式会社スイシン報告書 

写真 1 オーバーフロー口と流量調整部 
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図表 4-6 試作機 ReCalo+8の問題点と改善方法（その２） 

問題点２：問題点１の改善に伴い、流量調整部の深さを下げることで、カートリッジと熱

回収水の入口と出口の配管（写真２）の赤丸部分に接触してしまう。 

改善方法：熱回収水の入口と出口の配管高さとカートリッジ全体の高さを下方位置に修

正する。その際、カートリッジは設計段数から段数を減らさないようにするため、段と

段の間の距離を短くすることで調整する。 

 
 

問題点３：カートリッジとケースの結合が試作機ではシビアだったため、洗浄時や交換時 

の出し入れがスムーズに行えない。 

改善方法：ケースの寸法は変えず、カートリッジの長手方向の寸法を変更し、クリアラン

スを大きくする。 

 

問題点４：オーバーフロー口にかぶせているキャップ（材質：SUS304）が簡単にとれてし

まう。このキャップはサイフォンの原理を再現するため、また、オーバーフロー口から

の放熱を防ぐ目的としている部品であり、簡単にとれてしまうと、原理の再現性・放熱

防止に欠けてしまう。（写真３） 

改善方法：材質を SUS304から樹脂に変更予定。これにより放熱防止の性能が上がると予

想される。また、現状はオーバーフロー口が四角なのに対し、キャップは丸型となって

いるため、オーバーフロー口とキャップのピッチが不安定であるため、成型が容易な樹

脂で、四角キャップを作製し、ピッチの均一化をはかり、安定させる。 

 
写真 3 オーバーフロー口の様子 

写真 2 熱回収水の入口・出口配管 
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・販路開拓に向けた支援の有効性 

 同社試作品の事業化や販路開拓に向けた支援を目的に、川崎国際環境技術展への出展を

依頼した。展示ブース閲覧者数 83、総アクセス数 131、商談を希望する会社が２社あり、同

社が想定する顧客像とは異なる会社であったことから、川崎国際環境技術展への出展効果

は、一定程度みられたと考えられる。 

 また、同社は、社会実証型支援モデルケース事業費用の使途として許容しているビジネス

モデルの検討に資する市場調査を実施し、同社が想定していなかった普通洗濯業や産業部

品洗浄業への販売可能性を見出した。また、想定していた食品工場・リネン工場・車部品製

作工場・繊維工場にも少量の排水ラインを保有する企業があることから、事業実施後の展開

として想定していた 100台の販売目標（令和４年度目標）をクリアできるとの感触を得てい

る。同社の商品化や販路開拓に向けて、今回の市場調査は大変有効であったと捉えることが

でき、社会実証型支援モデルケース事業は有効であったと考えられる。 

 

②グリーンプラ株式会社が実施した事業 

・社会実装を展望した支援の有効性 

同社は使用済み PPバンドから製造した再生 PP 材料と再生 PPバンドの課題解決のために

実証を行った。 

 提出された報告書からは、再生ＰＰバンドメーカーであるダン産業でのＰＰバンド製造

向けに使用するグリーンプラ社製ペレットの品質へのダン産業の評価は良好であり、通常

材料に対してやや品質的に劣るものの、製造上問題を起こす材料ではないとの評価が得ら

れている。 

 

図表 4-7 再生ＰＰバンドメーカーのグリーンプラ社製造ペレットに対する評価 

評価項目 本事業で製造した

再生ＰＰ材料 

通常材料 評価基準・評価のポイント 

ペレット形状 正常 正常 １粒直径３～５mm が標準。

粒が独立せず、連なっている

ものはＮＧ。 

材料のＭＦＲ 許容範囲内 許容範囲内 ＭＦＲ（樹脂溶融時の流動

性）は２～６程度が基準 

異物の有無 あり（少し） なし 紙、木片、ＰＰと融点の異な

る樹脂の混入は均一に延伸

できず切れるためＮＧ 

異臭発生の有無 なし なし 製造時に異臭がある場合、使

用時に異臭発生の確率大。 

煙の発生の有無 なし なし 製造時に煙が発生する場合、

使用時に煙発生の確率大。 

メヤニ発生の有無 あり（少し） なし メヤニ（樹脂等の炭化物）が

押出機に付着した場合、バン

ド延伸工程で切れたり、エン

ボス加工で不具合が発生。 

（資料）グリーンプラ報告書 
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 本事業を通じて、同社が製造する再生ＰＰ材料（ペレット）の品質も向上しており、試作

段階では「異物の有無」の評価で、『使用ＮＧ』と評価されていたものが、評価時点では、

『異物があり（少し）』の評価に向上している。 

 

図表 4-8 本事業で製造した再生ＰＰ材料（ペレット）：異物があり（少し）と評価された 

 
（資料）グリーンプラ報告書 

 

図表 4-9 再生ＰＰ材料（ペレット）の試作段階品：異物があり（多い）と評価され、使用

ＮＧ 

 
（資料）グリーンプラ報告書 

 

 同社は、本事業及び国の補助金を活用して、ＰＰバンド再生上の各種課題解決に向け、以

下のような取組を行い、上述のような異物除去を実現した。 

 

図表 4-10 ＰＰバンド再生上の各種課題及び課題解決のための取組 

ＰＰバンド再生上の課題 課題解決のための取組 

・廃棄ＰＰバンドの入手先ごとのバンド色（青、

黄、他）の比率や異物混入（収率）のばらつき 

・同じ入手先からの廃棄ＰＰバンドの色の比率

や異物混入（収率）のばらつき 

・仕入先古紙問屋の絞り込み 

 

 

 

・廃棄ＰＰバンドの破砕処理速度の向上（異物除

去の効率化） 

・破砕処理速度の向上のための軽比重不純物

除去設備の導入 

・製造ラインの自動化による工数減と生産効率

の向上 

・圧縮ペレット製造設備および圧縮ペレット

の押出機への自動供給設備の導入 

（資料）グリーンプラ報告書 
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図表 4-11 入手先が異なる廃棄ＰＰバンドの内容物比較 

 
（資料）グリーンプラ報告書 

 

図表 4-12 Ｅ社より入手した入荷日が異なる廃棄ＰＰバンドの内容物比較 

 
（資料）グリーンプラ報告書 

 

図表 4-13 ＰＰバンド再生のための現行製造設備 

 
（資料）グリーンプラ報告書 
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図表 4-14 ＰＰバンド再生のための将来の製造工程 

 
（注）破砕工程を現行の２回から１回にするとともに、黄色の人力依存工程を削減。 

（資料）グリーンプラ報告書 

 

 また、同社の再生ＰＰバンド材料（ペレット）を原料に製造される再生ＰＰバンドの品質

は、通常のＰＰバンドと比較して、色に若干の課題を残したものの、その他の項目では、ほ

ぼ同等で、総じて良好との評価が得られている。 

 

図表 4-15 再生ＰＰバンドメーカーの再生ＰＰバンドに対する評価 

評価項目 本事業で製造した

再生ＰＰバンド 

通常バンド 

巾 規格内 規格内 

厚み 規格内 規格内 

引張強度 規格内 規格内 

伸び 規格内 規格内 

重量 規格内 規格内 

外観 正常 正常 

色 許容範囲内 正常 

（資料）グリーンプラ報告書 

 

再生ＰＰバンドの商品性に関する再生ＰＰバンドメーカー段階での評価は概ね良好であ

り、再生ＰＰバンドユーザーの評価が良好であれば、ＰＰバンドに関する持続可能な資源循

環システムの構築が可能になることが示唆される。 

本事業を活用することで、再生ＰＰバンドの商品性に関する再生ＰＰバンドメーカー段

階での評価やＰＰバンドユーザーの評価を確認することができたわけであり、社会実証型

支援モデルケース事業は有効であったと考えられる。 

 

・販路開拓に向けた支援の有効性 

 令和２年 12月３日に、グリーンプラ社大分工場を訪問し、事業の進捗状況の確認、中間

的な成果の報告を受けた。取引先での評価部分の具体的な実施イメージを明確にするため、

本事業の成果として、取引先から再生ＰＰバンドを継続使用する旨、覚書等の文書を提出し

てもらうよう、グリーンプラ社に対して要請を行った。同社から提出された報告書によれば、

ケイミュー社からは、同社の再生ＰＰバンドの正式採用が決まったこと、及び YKKAP社から

も令和２年 10月から令和３年２月にかけて実証実験対象 80巻を含め、290巻の継続発注を

得ていることが報告されており、同社の再生ＰＰバンドが今後とも継続的に使用される見

通しが立ったことがうかがえる。同社の販路開拓・獲得において、社会実証型支援モデルケ

ース事業は有効であったと考えられる。 

 同社の再生ＰＰバンド「グリーンライトバンド」の事業化や販路開拓に向けた効果的な支
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援を目的に、川崎国際環境技術展への出展を依頼した。展示ブース閲覧者数 72、総アクセ

ス数 122、と川崎国際環境技術展への出展効果は、一定程度みられたと考えられる。 

 

（３）社会実証型支援モデルケース事業の推進方策 

 

①採択者への川崎国際環境技術展への出展依頼 

 （２）の結果より、株式会社スイシンでは試作機製作、グリーンプラ株式会社では、使用

済ＰＰバンドの回収・再生ＰＰバンドの製造・販売システムの社会実装に向けた課題解決、

といった社会実装に向けた目標を、社会実証型支援モデルケースを活用して達成できたも

のと考えられる。また、販路開拓に向けた支援の一環として、川崎国際環境技術展への出展

協力を依頼したが、両社オンラインブ―スに一定のアクセス数があり、アクセス者情報が両

社にフィードバックされていること、株式会社スイシンは２社と商談会を開催する等、販路

開拓に向けて、川崎国際環境技術展への出展も効果があったものと思われる。 

そのため、次年度以降、社会実証型支援モデルケース事業を実施していく際には、採択事業

者に川崎国際環境技術展への出展を依頼することも重要であると考えられる。 

 

②市場調査もしくは事業採算性評価と組み合わせた社会実証提案の優先的採用 

 株式会社スイシンでは、試作機の性能実証に加えて、試作機の販売先市場を調査し、同社

が想定していなかった販売先の可能性を見出している。グリーンプラ株式会社では、大型の

自動梱包機ユーザーに評価してもらえれば、小型の自動梱包機ユーザーにも市場が拡大し

ていくと考え、大型の自動梱包機ユーザーに再生ＰＰバンドの性能評価を依頼し、良好な評

価を得ている。今後の商品化、事業の本格展開にすぐにつなげてもらうためにも、市場調査

もしくは事業採算性評価と組み合わせた社会実証提案を優先的に採用することが望ましい

と考えられる。 

 

③資源循環ネットワーク型ビジネスのネットワーク化支援ツールとしての実施 

 グリーンプラ株式会社は今年度の社会実証型支援モデルケース事業を活用し、ユーザー

に継続的に使用してもらえる再生ＰＰバンド原料（ペレット）の製造技術を確立したが、事

業採算性の向上、再生ＰＰバンド原料品質の更なる向上（再生ＰＰバンドの色の彩度向上、

色むら減少に寄与するペレット品質）が課題として残された。これらの課題を解決するため

には、同社自身の努力・取組に加え、使用済ＰＰバンドの回収ルートの見直し、様々な再生

ＰＰバンドユーザーのニーズ把握等を行う必要がある。同社は、使用済ＰＰバンドの資源循

環に関係するサプライチェーンの中で、使用済ＰＰバンドを原料にペレットを製造する工

程に位置しており、上流の使用済ＰＰバンド排出事業者、使用済ＰＰバンド回収事業者（古

紙問屋、産業廃棄物収集運搬業者）や、下流の再生ＰＰバンドメーカー、再生ＰＰバンド販

売事業者、再生ＰＰバンドユーザーとの連携・協力を通じて、事業拡大・発展していくこと

が期待される。例えば、社会実証型支援モデルケース事業を活用して、使用済ＰＰバンド排

出事業者や使用済ＰＰバンド回収事業者の調査を行い、再生ＰＰバンド原料品質の更なる

向上に資する使用済ＰＰバンドの回収ルートの検討を行うことや、再生ＰＰバンドユーザ

ーのニーズ把握を行いニーズに対応した再生ＰＰバンド製造の実証を行うことが同社の事
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業拡大・発展に向けて有益と考えられる。グリーンプラ株式会社のような資源循環に関係す

るサプライチェーンの関係主体とのネットワーク化を通じて、事業拡大・発展していくビジ

ネスを“資源循環ネッットワーク型ビジネス”と呼ぶこととするが、“資源循環ネットワー

ク型ビジネス”の初期段階でのネットワーク構築支援ツールとして、社会実証型支援モデル

ケース事業を位置づけることが望ましいと考えられる。 
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２．本年度ヒアリング調査から示唆される支援すべき分野、環境ビジネス等への支援策 

 支援機関、関係団体、地方自治体ヒアリング６件の実施や企業ヒアリング７件の実施を通

じて、新たに抽出された支援すべき分野、ならびに当局の支援策を整理する。 

 

（１）新たに抽出された支援すべき分野、支援すべきビジネスモデル 

 令和元年度中小企業等産業公害防止対策調査「循環型経済社会における産業公害防止に

資する環境ビジネスの創出に関する調査」において、当面は、『水処理』、『プラスチックリ

サイクル』、『バイオマス利用』、を、中長期的には、『太陽光パネルのリユース・リサイクル』、

『CFRPのリサイクル』を支援対象分野とする、と位置付けた。 

 本年度の支援機関、関係団体、地方自治体ヒアリングの実施を通じ、改めてこれら分野が

支援すべき分野であることを確認したが、新たに支援すべき分野として、少子高齢化に伴い

市場規模が拡大している『遺品整理ビジネス』、『住宅・オフィスビルのリユース、リノベー

ション事業者への資材供給、対象物件とのマッチングビジネス』、パリ協定や SDGsの要請を

踏まえた『ＣＯ２固定・再利用関連ビジネス』が挙げられた。 

 

 令和元年度調査において、支援すべき対象を、既存の環境ビジネス事業者、ベンチャー企

業（環境系、ICT）とし、高い技術力を有しながら、今後の事業拡大に向けて経営資源が不

足している事業者を主な支援対象とする、としていた。本年度の企業ヒアリングを踏まえ、

環境ビジネスの事業拡大に向けて、環境ビジネス事業者がどのようなビジネスモデルを目

指すことが望ましいかを検討した結果、「課題解決型環境ビジネス」及び「資源循環ネット

ワーク型ビジネス」の２つのビジネスモデルが有力と考えられた。 

 「課題解決型環境ビジネス」は、高い技術力や豊富な外部ネットワーク力を活用し、顧客

の環境負荷低減に向けた課題を提案型で解決するとともに、環境負荷低減方策の実施を通

じ、顧客に費用低減効果や従業員の労力軽減等のメリットを提供するビジネスで、ややもす

ると個々の顧客対応でオーダーメイド型に発散しがちな事業モデルを、自社のコア事業と

して汎用的な事業モデルに組み上げ、収益拡大、事業拡大に結び付けている点が特徴的であ

る。 

 「資源循環ネットワーク型ビジネス」は、第３章１．で述べたように、資源循環に関係す

るサプライチェーンの関係主体とのネットワーク化を通じて、事業拡大・発展していくビジ

ネスのことである。 

 「課題解決型環境ビジネス」「資源循環ネットワーク型ビジネス」は、ともに、特定の環

境分野を対象としたビジネスではなく、『水処理』、『プラスチックリサイクル』、『バイオマ

ス利用』、『太陽光パネルのリユース・リサイクル』、『CFRP のリサイクル』といった支援す

べき分野を対象にした、これらの分野との掛け算的なビジネスを実施することから、「課題

解決型環境ビジネス」「資源循環ネットワーク型ビジネス」を育成・支援することで、重点

分野のみならず様々な環境分野における環境ビジネスの振興につながるものと考えられる。 

 

（２）環境ビジネスへの支援策 

 昨年度来、主な支援対象としてきた、“高い技術力を有しながら、今後の事業拡大に向け

て経営資源が不足している環境ビジネス事業者”向けの支援策を検討した。 
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①環境ビジネス事業者の経営課題解決に資するコンシェルジュ業務の実施 

 環境ビジネス事業者の中には、高い技術力を有しているものの、事業拡大に向けた経営資

源が不足している企業も少なくない。令和元年度に行った企業ヒアリング調査の対象先の

中には、自社の経営資源を特定の事業領域に集中させ、収益力向上や事業規模拡大につなげ

ていくためのビジネスモデルの構築支援が必要な企業があった。令和２年度に行った企業

ヒアリング調査の対象先の中にも、ネット販売の強化を図りたいが、デジタル人材の確保に

苦労している企業や、新規事業拡大に向けた専門人材の確保で苦労している企業があった。 

また、令和元年度に環境ビジネス事業者に対して行ったアンケート調査結果から、新商品・

新サービスの事業化を推進する上で、当局に期待する支援策として、「人材育成」「資金調達」

「販路拡大」「産学共同研究」への回答が多く挙げられていた。 

 このような経営課題を抱えている環境ビジネス事業者に対し、（仮称）環境ビジネスコン

シェルジュを派遣もしくは相談窓口に配置し、当該事業者の課題解決につながる的確かつ

十分なアドバイスを行う事業を実施することが必要と考えられる。通常の専門家による経

営相談との違いは、環境ビジネスの特性や成功モデルに詳しい専門家が、経営相談に応じる

専門家とともに、事業者の課題解決にあたる点である。 

本コンシェルジュ業務を通じ、環境ビジネス事業者の経営課題の解決、当該事業者の収益増

大、ひいては地域経済の活性化に寄与することを目的とするものである。 

 現時点で想定するコンシェルジュの業務範囲は、次のとおり。（仮称）環境ビジネスコン

シェルジュは、ビジネスモデル構築支援の専門家や、人材育成支援の専門家、資金調達支援

の専門家、産学共同研究支援の専門家、販路開拓支援の専門家等、様々な分野の専門家を活

用し、ワンストップサービスを提供する形を目指す。 

 ※（仮称）環境ビジネスコンシェルジュの業務範囲 

  ・ビジネスモデル構築支援 

  ・事業拡大に必要な人材の発掘・採用支援、人材育成支援 

  ・新商品、新サービスの事業化に必要な資金調達支援 

  ・新商品、新サービスの事業化に有効な産学共同研究支援 

  ・販路開拓支援 

 

 今年度調査を通じ、支援すべきビジネスモデルとして「課題解決型環境ビジネス」が挙げ

られたため、「課題解決型環境ビジネス」の育成に向けた支援策を検討した。 

 

②「課題解決型環境ビジネス」の育成 

 すべての環境ビジネス事業者が「課題解決型環境ビジネス」を志向するわけではないため、

「課題解決型環境ビジネス」への転換を志向する環境ビジネス事業者を公募し、（仮称）環

境ビジネスコンシェルジュを活用したアドバイス、伴走型コンサルティングを実施し、課題

解決型環境ビジネスを育成していくことが望ましい。 

 伴走型コンサルティングの一環として、当局で過去３年にわたり実施してきた専門家派

遣事業での専門家としての派遣を通じ、顧客ニーズの把握、顧客へのソリューションの提案

を行わせることも考えられる。 
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 今年度調査を通じ、支援すべきビジネスモデルとして「資源循環ネットワーク型ビジネス」

が挙げられたため、「資源循環ネットワーク型ビジネス」の育成に向けた支援策を検討した。 

 

③環境ビジネス事業者に有益なネットワーク構築に向けた調査の実施 

 令和元年度に環境ビジネス事業者に対して行ったアンケート調査結果から、新商品・新サ

ービスの事業化を推進する上で、当局に期待する支援策として、「人材育成」「資金調達」「販

路拡大」「産学共同研究」といった支援策以上に、「ビジネスマッチング」「ネットワーク（人

脈）づくり」への回答が多く挙げられていた。当局では、環境ビジネス事例集の作成や、川

崎国際環境技術展への出展支援を通じ、「ビジネスマッチング」「ネットワーク（人脈）づく

り」の支援を行ってきたが、様々な環境ビジネス事業者の様々なニーズに必ずしも十分に応

えられていない可能性がある。 

 そのため、環境ビジネス事業者と意見交換を行い、環境ビジネス事業者にとって真に有効

なネットワーク構築の方向性（ネットワーク化したいパートナー、ネットワーク化推進の仕

組み等）を把握し、ネットワーク化を推進していくことが望ましい。 

 

④資源循環ネットワーク型ビジネスの発掘、ネットワーク化支援 

 次年度以降の調査を通じ、管内の「資源循環ネットワーク型ビジネス」を発掘し、意見交

換会等を通じ、ネットワーク化を図っていくことが望ましい。「資源循環ネットワーク型ビ

ジネス」は、サプライチェーン全体を振興していくことが必要と考えられ、サプライチェー

ンの構築・拡大を念頭に置いたネットワーク化を推進することが望ましい。 

 地域包括ケアシステムの構築に向け、関東信越厚生局と当局が連携している事例もある

ことから、地域課題解決に資する環境ビジネス振興に向け、関東地方環境事務所と当局が連

携し、「資源循環ネットワーク型ビジネス」の発掘、サプライチェーンを念頭に置いたネッ

トワーク化を図るほか、社会実証型支援モデルケース事業を活用し、ネットワーク化を推進

していくことも考えられる。 
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補章 管内の先進的な課題解決型環境ビジネス、資源循環ネットワーク型ビジネス 

 

 今後、当局が積極的に育成・支援していきたい環境ビジネスとして、課題解決型環境ビジ

ネス、資源循環ネットワーク型ビジネスを位置付けたことから、管内の先進的な環境ビジネ

スの事例を以下、紹介する。 

 

（１）管内先進課題解決型環境ビジネス 

 課題解決型環境ビジネス事例として、ミヤマ株式会社、株式会社ティービーエム、株式会

社アドバンティクレヒュース、株式会社オスモの事例を示した。紹介内容は、注目事業、課

題解決型環境ビジネスとしての特徴、先進性、会社基本情報、とした。 

 

（２）管内先進資源循環ネットワーク型ビジネス 

 資源循環ネットワーク型ビジネス事例として、株式会社ユニオン産業、株式会社 Nature 

Innovation Group、株式会社 Mellowの事例を示した。紹介内容は、注目事業、資源循環ネ

ットワーク型ビジネスとしての特徴、先進性、会社基本情報、とした。 
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ミヤマ株式会社

＜注目事業：イオニック・パワー・ジェネレーション（IPG）の概要＞

＜会社基本情報＞
【設立年】1974年12月 【資本金】10,000万円
【本社所在地】長野県長野市稲里一丁目５番地３
【TEL】 026-285-4166 【E-mail】koho@miyama.net
HP https://www.miyama.net/

＜課題解決型環境ビジネスとしての特徴、先進性＞
・イオニック・パワー・ジェネレーションは、東日本大震災で露呈したエネルギー問題に対し、

総合環境企業である自社で何ができるかという問題意識から生まれ、取組を開始。
・廃液の化学処理を行う中で、廃液中の化学物質に高い化学エネルギーを有していること

に着目。化学物質は製造工程時にエネルギーを投入しているにも関わらず、処理時には
そのエネルギーを回収することなく大気中に放出させており、本技術は廃棄物の適正処
理、マテリアルリサイクルと同時に、化学エネルギーのリサイクルを行うことを目指した。

・本方法は、化学エネルギーを積極的に活用し、エクセルギーを低下させることなく、電力
として有効利用するもの。これを実現するために、廃棄物の組成に応じて反応をコント
ロールし、安定的に熱エネルギーを生み出している。

・現在までに、環境負荷の高い硝酸系廃液を対象に、高濃度の硝酸を処理すると同時に、
硝酸塩のマテリアルリサイクルならびにエネルギー回収を実現した。多種多様な廃液を
対象とし、また低温でも発電可能な用途開発を進めている。

・脱水工程、汚泥削減プロセスにこのエネルギーを活用することで、運搬時のＣＯ2

削減、最終処分量の負担軽減を提案できることを目指している。



76 

 

 

  

株式会社ティービーエム

＜注目事業：フード・グリーン発電システムの概要＞

＜会社基本情報＞
【設立年】1999年9月 【資本金】3,000万円
【本社所在地】埼玉県所沢市三ヶ島5-1586
【TEL】 042-347-9671 【E-mail】info@kankichikun.com
HP http://kankichikun.com/

＜課題解決型環境ビジネスとしての特徴、先進性＞
・フード・グリーン発電システムは、同社の排水管理サービスを軸に、誕生したビジネス。
・排水管理サービスも、飲食店等の店舗のリスク診断を行った上で、店舗に最適なサービ

スを提案するソリューション型環境ビジネス。飲食店の配管詰まり削減、汚泥発生量削減、
排水油脂の有価買取、管理コスト低減といったメリットを飲食店は得られる。

・また、従業員自らがグリストラップの清掃をしている店舗の場合、バイトの残業が減った、
悪臭が激減した、労働環境が良くなった、といったメリットも得られる。

・今後は地域資源活用の最大化に向けて、食品工場の排水油脂および自治体協力のもと
一般市民の廃食用油等の回収と、新たなバイオ燃料製造にも取り組む。

・2020年１月にビジネスモデル特許を出願し、国内は確定、海外も出願予定。
・現在、ビジネスモデル特許のデジタル化も推進中。
・地域ぐるみの地域資源の回収と活用で、地域ぐるみの脱炭素を具体化し、さらにＣＯ2削

減クレジットを販売し、その収入の一部を自治体に還元できるモデルを開発。「地域連携
SDGs活性化プラン」として、自治体に提案している。



77 

 

 

  

株式会社アドバンティクレヒュース
＜注目事業：食品廃棄物の排出事業者と畜産農家とのマッチング支援＞

■食品廃棄物の飼料化システムの構築支援
サイレージ（乳酸菌発酵）、乾燥、リキッド（食品残さと水等を

水 混合してスープ状に加工）による最適な処理方法を提案。
例）ヨーグルト製造工場から発生したホエイ（乳清）を飼料と

して再利用

■食品廃棄物の肥料化システムの構築支援
性状に合った肥料化処理場のご提案、排出量に応じて乾燥
菌体肥料として有効利用のご提案が可能。
食品リサイクル・ループ構築の支援も実施。
例1）食品工場で発生する脱水汚泥を乾燥機設置の提案により

乾燥菌体肥料として有効利用
例2）飲料製造工場から発生したコーヒー粕を肥料化し契約農家で活用。栽培野菜をグ

ループ外食チェーンでメニュー化（農林水産省・環境省 再生利用事業計画認定
制度）

＜会社基本情報＞
【設立年】1984年12月 【資本金】1,300万円
【本社所在地】群馬県前橋市泉沢町1250番地16 泉沢工業団地内
【TEL】 027-268-0055 【E-mail】atr@atr-eco.co.jp
HP http://www.atr-eco.co.jp/

＜課題解決型環境ビジネスとしての特徴、先進性＞
・顧客に対し、収集運搬のネットワーク（畜産会社やリサイクル事業者250社と連携）を活用

し、荷姿や保存性の改善を図ること等を通じた循環型社会構築の提案を実施。
・グループ内企業間でコミュニケーションをとり、各社がノウハウを共有。また、営業マンの

訪問状況も共有されており、チームリーダーがアドバイスを行い提案の巾を拡げている。
・畜産企業とのマッチングは前例を紹介しつつ地域事情にあわせて実施。
・食品メーカーから排出される廃棄物に関する知見は営業マンの頭の中に入っている。廃

棄物が飼料として利用されない場合に、腐敗しているか否か、バラかフレコン詰めか、一
回当たりの輸送量等の情報を把握し、飼料化の可能性を検討する形。例えば、豆腐工場
のおからは腐りやすいのでフレコンに入れ乳酸菌を加え嫌気状態にし、飼料化を支援。

・食品産業の様々な原料に対し、最適な飼料供給先（酪農、肉牛農家、養豚農家、養鶏農
家）とマッチングさせるべく、コンサルティングを実施。飼料の場合、Ａ飼料、Ｂ飼料、動物
性たんぱく質の給餌の可否等から、飼料供給先の選別を実施。例えば、豚の飼料にチョ
コレートを使いたいが、油分が気になる、との相談を受けた際に、配合飼料メーカーと相
談し、配合飼料に数％混ぜてチョコレートを使ってもらうことを提案。
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株式会社オスモ

＜注目事業：排水リサイクル提案型ビジネス＞
例１）半導体工場の排水処理問題の解決

半導体工場の排水処理で、通常は生物処理を行うが、

生物処理を行うには有機物の濃度が低く、一方で活性

炭処理を行うには有機物濃度が濃すぎるため、半月に

１回活性炭のろ材を交換しなければならず、ごみが大

量に発生する状態で、最適な排水処理方法が求めら

れていた。フェントン酸化法 （過酸化水素を利用し、凝

集剤とｐＨの処理剤だけで有価物を水と酸素に分解す 半導体工場排水設備

る方法）を提案し、顧客ニーズを充足。最近では、半導

体工場の排水を捨てずに、超純水装置の原水として戻すといったリサイクルも提案。

例２）米のとぎ汁の汚泥処理問題の解決

上新粉メーカーで発生する米のとぎ汁の汚泥処理に

費用がかかることで困っており、同社に相談が来た。

米のとぎ汁の浄化には生物処理では対応できず、真空

蒸留を行うことに。真空蒸留の場合、50℃で沸騰する

ため、投入エネルギーが少なくて済む。同社は、蒸留水

ととぎ汁を濃縮したものに分離し、蒸留水は井戸水より

も水質が良好な原水に戻し、とぎ汁の濃縮物は近隣の

養豚場に売却する方法を開発、提案。上新粉メーカー

では汚泥の発生量が10分の１になり、月に１回排出し 米のとぎ汁濃縮装置

ていた汚泥が年に１回程度にまで減少。さらに養豚場

に売却できるようになった。養豚場側も豚肉の肉質がよくなった。養豚場は、同社の知り合
いの食品リサイクル工場に相談し、見つけ、マッチングを実現。

＜会社基本情報＞
【設立年】1981年5月 【資本金】1,000万円
【本社所在地】神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目6番地7号
【TEL】 044-981-3332 【E-mail】info@osmo.co.jp
HP http://www.osmo.co.jp/

＜課題解決型環境ビジネスとしての特徴、先進性＞
・工場などから排水される水質はその業種業態だけでなく、工場ごとに、また時間帯によっ

ても変化する。その変化に対応し、トラブルの起きにくいシステムを、メンテナンス、予算、
使用薬品、産業廃棄物量などの観点から、メリットのある提案を実施。

・環境側面、水道代削減、原水の取水制限などの問題解決のために、積極的に排水リサ
イクルを提案。
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株式会社ユニオン産業

＜注目事業：植物配合樹脂成形加工製品の概要＞

＜会社基本情報＞
【設立年】1970年２月 【資本金】1,000万円
【本社所在地】神奈川県川崎市中原区井田杉山町2-3
【TEL】 044-755-1107 【E-mail】union@uni-project.co.jp
HP http://www.uni-project.co.jp

＜資源循環ネットワーク型ビジネスとしての特徴、先進性＞
・竹、麦の皮、コーヒーかす、茶がら等、通常は廃棄物となってしまう様々な素材を循環型

の材料として用いたプラスチック素材・製品を製造。プラスチック製品の組成はＰＰ48％、
自然界の素材52％。

・タクレム（竹配合樹脂）を用いた各種成形加工製品の製造のため、各地で竹に関わって
いる人たちとのネットワークを構築。千葉の場合は、長南町のNPO法人竹もりの里と連携
し、今後、長南町で竹配合素材（粉）づくりを行う予定。

・同社製品は、焼却してもダイオキシンが発生しないこと、一般のプラスチック樹脂と比較し
てＣＯ２の発生量が少なく、川崎市の低ＣＯ２川崎ブランドの認定を、日本有機資源協会か
らもバイオマス認定製品としての認定を受けている。
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株式会社Nature Innovation Group
＜注目事業：アイカサ＞
傘のシェアリングサービスを展開。

01 スポットをさがす
アイカサアプリを開いて、マップから
現在地周辺のアイカサスポットを
探しましょう! スポットではカサを
かりることができます!
02 スポットでかりる
アイカサアプリのマップにある
「かりる」を押して、カサをかりる
画面へ！ QRコードを読み込む
だけでかりることもできます!
03 カサをつかう!
ご自由にカサをお使いください！
04 カサをスポットに返す
目的の場所についたら、近くのアイ
カサスポットでカサをかえしましょ
う! お近くにアイカサスポットがあ
れば、カサを持って歩かなくても大
丈夫!

利用料金
通常プラン24時間70円（１本あたり）
使い放題プラン 月額280円

設置場所
関東：東京、神奈川、埼玉、茨城 関東外：愛知、大阪、兵庫、奈良、岡山、福岡

＜会社基本情報＞
【設立年】2018年６月 【資本金】9,485万円
【本社所在地】東京都渋谷区代々木３丁目１番１０号代々木中央ビル４０２
【TEL】050-3188-7642 【E-mail】info@i-kasa.com
HP https://www.i-kasa.com/

＜資源循環ネットワーク型ビジネスとしての特徴、先進性＞
・傘のシェアリングサービス拡大には、傘立てを設置するスペースを提供する企業と連携

が必要不可欠となり、現在までに、JR東日本、小田急電鉄、西武鉄道、マルイグループ、
京急電鉄、西鉄等と連携している。

・Ziploc RECYCLE PROGRAMとして、ziplockのメーカーである旭化成ホームプロダクツの
生産過程で出る端材や廃棄品（形がいびつなものや不良品）をテラサイクルが回収し、こ
の原料を100％使用したリサイクル傘を1,000本制作し、シェアリングサービスの対象傘
として、運用している。傘のデザインの監修は、BEAMS COUTUREが行っている。
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株式会社Mellow

＜注目事業：モビリティビジネス・プラットフォーム「SHOP STOP」＞

・オフィス街、住宅街、病院といった多様なロケーションを停留所として、個性豊かな移動型
店舗「ショップ・モビリティ」を配車するサービス。首都圏・関西・九州380箇所にて展開中。
フードトラック約1000店と提携し、シェフこだわりの料理によるランチやディナーを提供する
ほか、物販をはじめとする様々なサービスラインナップのモビリティも登場。

・ビル・土地のオーナーから使用許諾を受け、フードトラック（モビリティ）が営業するための
スペースを事業者に提供する。提供された土地にマッチするフードトラックを選定し、

日替わりで出店してもらうことによって飽きない食の体験を実現。フードトラック(モビリ
ティ)で一定時間のみ場所を使うだけでサービス提供できるため、初期費用はかから

ない。売上の一部をスペース使用料としてビル・土地のオーナーに支払う仕組み。

・同業他社との差別化ポイントは、システム投資。資金管理、現状の法規制にあわせた営

業許可系の管理、保険の管理等をシステム化し、労働生産性を上げている。現状の規模

からすると、もっと人手が必要となり、赤字に陥ってしまうところをシステム投資でカバー。

＜会社基本情報＞
【設立年】2016年２月 【資本金】40,504万円
【本社所在地】東京都千代田区四番町2-12 四番町THビル7F
【TEL】 03-6268-9331 【E-mail】 contact@mellow.jp
HP https://www.mellow.jp/

＜資源循環ネットワーク型ビジネスとしての特徴、先進性＞
・フードトラックという移動型店舗の集合体からなるサービスのため、月曜日はエスニック専

門店、火曜日は和食専門店、水曜日はローストビーフ専門店…といった具合に、曜日ご
との日替わりでメニューが入れ替わる仕組みが成り立つ。移動販売という機動性を活か
し、多数のフードトラックとのネットワークを活かし、顧客に選ぶ楽しみを提供し、飽きない
ランチ環境を実現。
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中小企業のみなさまの環境改善への取組推進に資する 

「専門家派遣事業」を実施します 
 

■目的 

本事業は、生産工程の環境対策を図ろうとする中小企業に対し、専門家を派遣し適切な助言を行

うことにより、中小企業の生産工程の環境改善に寄与することを目的とします。 
 

■派遣する専門家 

以下の環境対策に関する専門的知識と実務経験を有する者を、知識経験の分野ごとに登録し、中

小企業が生産工程の環境対策を図る上で必要な課題の解決に向けて適切な助言・アドバイスを行

います。 
 

（１）「工業塗装」の各種環境対策に関する助言・アドバイス 

例：溶剤塗装に伴い発生するＶＯＣ（揮発性有機化合物）の削減・処理費用低減方策、 

塗料スラッジの減容化・有効利用方策／等 

（２）「産業洗浄」の各種環境対策に関する助言・アドバイス 

例：溶剤による洗浄時に発生するＶＯＣ（揮発性有機化合物）の削減・処理費用低減方策、 

バレル研磨の脱脂時に発生する排水のＣＯＤ・ＢＯＤ低減方策／等 

（３）「排水処理」の各種環境対策に関する助言・アドバイス 

例：排水処理の最適化、凝集薬剤・凝集条件・凝集処理装置の最適化、排水からの有用資源

回収方策／等 

（４）生産工程全般における上記環境対策に関する助言・アドバイス 
 

※専門家からの助言・アドバイスは、上記の例に限定されることなく受けられます。中小企業のみなさまが抱え

ている様々な課題に対応できるよう、派遣する専門家を手配いたします。 
 

■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」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いたします。 

お申込みに当たっては、企業名等を匿名化した専門家派遣の記録を事業報告、ならびに施策検討

のために使用することにご同意いただき、かつ派遣完了後にアンケートにご協力いただくことを

前提といたします。 

また、専門家派遣事業終了後、本事業の成果報告で成果のプレゼンテーションをお願いすること

があります。 

※中小企業：資本金の額又は出資の総額が 3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社 
 

■派遣先企業の選定について 

お申込みは先着順に受け付け、申込書に記載された「希望する助言・アドバイスの分野」及び「環

境対策で困っていること」の内容から、事前ヒアリングを行う企業を１０社程度事務局にて選定い

たします。事前ヒアリングを行った上で、専門家を派遣する企業を１０社程度事務局で選定し、専

門家を派遣致します。事前ヒアリング結果によっては、他の支援策等を紹介する場合があります。 
 

■派遣専門家の選定 

本事業で登録された専門家の中から、派遣要請の内容に合致すると思われる専門家を事務局で

選定いたします。 
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■派遣費用等 

（１）費用負担 

派遣先企業の専門家派遣に係る費用負担は一切ございません。 
 

（２）助言時間 

相談内容等により異なりますが、現地での助言時間は 1回（日）当たり２時間程度を目安として

おります。 
 

（３）派遣回数 

（事前ヒアリング）生産工程全般の専門家が１社あたり１回実施いたします。 

（専門家の派遣）企業の課題に応じた専門家を１社あたり３回を上限として派遣いたします。 
 

（４）経営層の関与 

専門家派遣時には、経営トップ、もしくは環境担当役員のご出席をお願い致します。 
 

■事業実施期間 

専門家派遣事業は、事前ヒアリング実施後の 2020 年 9 月頃から 2021 年１月末までの期間とな

ります。 

専門家派遣事業 業務フロー図 

 

■申込方法 

別紙の申込書をダウンロード、もしくはプリントアウトしていただき、必要事項をご記入の上、

メール添付いただくか、メール内に記載の上、お申込みください。 

Ｅ-mail：kankyo@murc.jp 

申込締切：2020年 9月 30日（水） 

 

■申込に関する問い合わせ先 

 関東経済産業局環境負荷低減専門家派遣事業事務局 担当：深山（みやま） 

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社内） 

  ＴＥＬ：０３－６７３３－１５８１  

  E-mail：kankyo@murc.jp 



 

85 

 

参考資料２ 

 

「令和２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」 

第２回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 

梅 木 義 彦  日本産業洗浄協議会シニアアドバイザー  

押 田 誠 一 郎 中小企業基盤整備機構関東本部企業支援部長 

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 

一 倉 正 仁   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 

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 

久 保 武 敏   日本産業洗浄協議会シニアアドバイザー 

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課長代理 

小 林 厚 史  水ing株式会社 開発統括 開発管理・推進部参事 

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 

中 川  武   一般社団法人 日本表面処理機材工業会 副会長 

伊 藤 泰 雄  株式会社ダイセキ 事業統括本部  

 

事務局 

瀧 澤  剛   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 

伊 藤 桂 子 関東経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課課長補佐 

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 

秋 葉 久美子  関東経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課統括係長 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社（深山・櫻井） 
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参考資料３ 

 

「令和２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 
アドバイザリー会議」（第１回） 

 
令和２年１０月９日（金） 

１４：００～１６：００ 

             早稲田大学西早稲田キャンパス ５５号館Ｎ棟 第２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、副委員長選出 

６．委員長、副委員長挨拶 

７．議事 

（１）「令和２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」実施概要につ

いて 

（２）今年度の専門家派遣先企業の応募状況及び事前ヒアリング実施状況のご報告 

ならびに専門家の派遣計画案について 

（３）成果事例集の作成について 

（４）環境分野の専門家名簿作成について 

（５）その他 

８．閉会 

 

 

配付資料一覧 

資料１－１ 「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」の概要 

資料１－２ アドバイザリー会議 参加者名簿 

資料１－３ 専門家派遣事業 進捗管理表 

資料１－４ 成果事例集の作成イメージ、対象事例候補の選定 

資料１－５ 専門家名簿の作成イメージ、名簿作成方針案 

参考資料１ 専門家訪問記録様式 
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参考資料３ 

 

「令和２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） 

 
令和３年 ３月１０日（水） 

１５：００～１７：００ 

            早稲田大学西早稲田キャンパス ５５号館Ｎ棟１階 第２会議室 

                               Skypeによるオンライン 

 
－ 議 事 次 第 － 

 

１．開会 

２．関東経済産業局挨拶 

３．資料確認 

４．議事 

（１）「令和２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２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）」環境負荷低減セミナー開催結果の概要について 

（３）次年度に向けた政策提言について 

（４）その他 

５．委員長挨拶 

６．関東経済産業局挨拶 

７．閉会 

 

配付資料一覧 

資料２－１ 第２回アドバイザリー会議 参加状況 

資料２－２ 「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） 

資料２－３ 専門家派遣 進捗管理表（※委員会終了後、破棄願います） 

資料２－４ 専門家訪問記録（※委員会終了後、破棄願います） 

資料２－５ 環境負荷低減関連支援セミナー（ＶＯＣ排出抑制セミナー等）開催報告 

資料２－６ 環境分野の専門家名簿（案） 

資料２－７ 報告書：第３章 中小企業等の環境負荷低減に向けた今後の政策提言（案） 

資料２－８ 成功事例集（案） 

 


