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はじめに 

 

昨今の資源循環政策を巡る動向や環境配慮要請の高まりなど環境問題に関連した世界的

な潮流は、新たな産業公害防止技術や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、環境関連産業（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、さらなる産業公害防止技術の進化や環境製品・サ

ービスを開発し、環境ビジネスを展開するチャンスである。 

しかしながら、令和元年度、令和２年度に関東経済産業局で行った調査で、資金調達、

人材育成、販路開拓等の経営課題を抱えている地域の中堅・中小企業等の存在が明らかに

なった。 

本調査では、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によるア

ドバイス事業、課題解決型環境ビジネスの育成に資する伴走型コンサルティングの実施、

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意見交換会を行った。また、環境

ビジネス事業者のモデルとなるような先進的な取組を行う環境ビジネス事業者へのインタ

ビュー調査結果をもとに、事例集を作成した。本報告書は、本年度試行した環境ビジネス

支援策の実施結果をとりまとめているが、地域の中堅・中小企業、支援機関等に広く情報

提供することで、環境負荷低減に貢献するビジネスの創出を促進し、産業公害の防止、低

減を図れれば幸いである。 

最後に、本調査にご協力いただきました環境ビジネスコンシェルジュの皆様にこの場を

お借りして厚く御礼申し上げます。 

 

令和４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 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 

 

１．公募要領、申込書の作成 

 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サービスの実施内容、実施

対象、実施期間等を検討し、公募要領（２～３ページ参照）、申込書（４ページ参照）を作

成した。 

 環境ビジネスコンシェルジュサービスの業務範囲として、以下の６種類のサービスメニ

ューを用意した。 

（１）ビジネスモデル構築支援 

（２）事業拡大に必要な人材の発掘・採用支援、人材育成支援 

（３）新商品、新サービスの事業化に必要な資金調達支援 

（４）新商品、新サービスの事業化に必要な産学共同研究支援 

（５）販路開拓支援 

（６）デジタル化支援 

 

２．公募の実施 

 2021 年９月上旬から公募を開始し、「希望する助言・アドバイスの分野」が 10 件に達し

た段階で、申込を締め切った。サービスメニュー別の申込状況は、次のとおり。 

 

 申込件数 

（１）ビジネスモデル構築支援 ２件 

（２）事業拡大に必要な人材の発掘・採用支援、人材育成支援 １件 

（３）新商品、新サービスの事業化に必要な資金調達支援 ３件 

（４）新商品、新サービスの事業化に必要な産学共同研究支援 ２件 

（５）販路開拓支援 １件 

（６）デジタル化支援 １件 

 

３．アドバイザー（専門家）の選定 

 ６種類のサービスメニューに対応するアドバイザー（専門家）として、以下の専門家を

選定した。 

 

 専門家（敬称略） 

（１）ビジネスモデル構築支援 法政大学教授 玄場 公規 

（２）事業拡大に必要な人材の発掘・採用支援、人材育成支援 三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

（３）新商品、新サービスの事業化に必要な資金調達支援 三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

（４）新商品、新サービスの事業化に必要な産学共同研究支援 早稲田大学教授 平沢 泉 

（５）販路開拓支援 三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

（６）デジタル化支援 早稲田大学教授 小野田弘士 



 

 

関東経済産業局では、環境ビジネス事業者のみなさまの経営課題解決

に資する「環境ビジネスコンシェルジュサービス」を実施します 
 

■目的 

本事業は、経営課題を抱えている環境ビジネス事業者（※）に対し、アドバイザー（専門家）

の相談窓口を開設し適切な助言・アドバイスを行うことにより、環境ビジネス事業者の経営課題

解決に寄与することを目的とします。 

※環境ビジネス：大気汚染防止対策、水質汚濁防止対策、土壌汚染防止対策、廃棄物処理・リサイクル等の産

業公害防止や地球温暖化防止等の地球環境問題の改善に資するビジネスのこと。 

 

■環境ビジネスコンシェルジュサービスの業務範囲 

相談窓口で対応するアドバイザー（専門家）として、以下の相談内容に関する専門的知識と実

務経験を有する者を、相談内容ごとに登録しております。環境ビジネス事業者の経営課題解決に

向けて適切な助言・アドバイスを行います。 

（１）ビジネスモデル構築支援 

例：環境ビジネス事業者が目指すビジネスモデルで活躍する企業の紹介、当該市場の有望性

に関する助言／等 

（２）事業拡大に必要な人材の発掘・採用支援、人材育成支援 

例：環境ビジネス事業者の新規事業への取組に必要な人材の発掘・採用方法等の助言、 

新規事業への取組に従事する社内人材の育成方法の助言／等 

（３）新商品、新サービスの事業化に必要な資金調達支援 

例：国や地方自治体の助成金、低利融資メニューの紹介／等 

（４）新商品、新サービスの事業化に必要な産学共同研究支援 

例：新商品、新サービスの開発に向け、有効な連携先と考えられる大学・公的研究機関の紹

介／等 

（５）販路開拓支援 

例：販路開拓に有効な展示会・イベントの紹介、販路開拓に有効な連携先の紹介／等 

（６）デジタル化支援 

例：廃棄物処理業者の選別工程の IoT化、水処理装置メーカーにおけるメンテナンス業務の

デジタル化の助言／等 

 

■「環境ビジネスコンシェルジュサービス」の対象となる事業者 

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））に事業所が所在する事業者で、環境ビジネスを実施しているも

しくは、新規に環境ビジネスに取組む意向を有する事業者を対象といたします。 

お申込に当たり、企業名等を匿名化した「環境ビジネスコンシェルジュサービス」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「環境ビジネスコンシ

ェルジュサービス」完了後に満足度の報告にご協力いただくことを前提といたします。 

 

■相談・アドバイスを受けられる企業の選定について 

お申込は先着順に受付け、申込書に記載された「希望する助言・アドバイスの分野」の内容か

ら、１０社程度事務局にて選定いたします。１０社程度に達した段階で申込を締切ります。 

 

 



 

■アドバイザー（専門家）の選定 

本事業で登録されたアドバイザー（専門家）の中から、申込書での希望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。 

 

■費用等 

（１）費用負担 

「環境ビジネスコンシェルジュ事業」でアドバイザー（専門家）から助言・アドバイスを受け

る際に費用負担は一切ございません。 

 

（２）助言・アドバイス時間 

相談内容等により異なりますが、助言・アドバイス時間は 1回（日）当たり１～２時間程度を

目安としております。 

 

（３）助言・アドバイス回数 

アドバイザー（専門家）が１社あたり原則１回、必要に応じて最大２回実施いたします。 

 ただし、ビジネスモデル構築支援のサービスを受けられる方については、その後、別のアドバ

イザー（専門家）による伴走型のコンサルティング（無料）を通じた本格的なビジネスモデル構

築支援（2022 年２月までの間に計３回程度のコンサルティングを実施）のサービスも用意して

おります。伴走型のコンサルティング（無料）を希望される場合は、申込書の希望ありに〇をつ

けてください。 

 

■事業実施期間 

「環境ビジネスコンシェルジュサービス」は、申込締切後の 2021年 11月頃から 2022年２月

末までの期間を予定しています。 

 

「環境ビジネスコンシェルジュサービス」 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：sakusaku@murc.jp 

 

■申込に関する問い合わせ先 

 関東経済産業局環境ビジネスコンシェルジュ事業事務局 担当：櫻井（さくらい） 

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社内） 

  ＴＥＬ：０３－６７３３－３４５６  

  E-mail：sakusaku@murc.jp 
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別紙 

「環境ビジネスコンシェルジュサービス」申込書 

お申込者 

について 
貴 社 名 

 

 

環境ビジ

ネス概要 

貴社で現在実施している、もしくは事業化を検討している環境ビジネ

スの概要をご記入ください： 

 

 

 

氏   名 
 

 

連 絡 先 
TEL： 

E-mail： 

希望する助

言・アドバ

イスの分野 

希望する助言・アドバイスの分野に〇をつけていただき、助言・アドバイスを得

たい具体的な内容をご記入ください。（複数分野に〇をつけても結構です。） 

〇記入欄 助言・アドバイスを得たい具体的な内容 

 

（１）ビジネスモデル構築支援 

 

 

伴走型コンサルティング希望の有無（どちらかに〇）（あり・なし） 

 

（２）事業拡大に必要な人材の発掘・採用支援、人材育成支援 

 

 

 

 

（３）新商品、新サービスの事業化に必要な資金調達支援 

 

 

 

 

（４）新商品、新サービスの事業化に必要な産学共同研究支援 

 

 

 

 

（５）販路開拓支援 

 

 

 

 

（６）デジタル化支援 

 

 

 

 

（７）その他 

 

 

 

 



 

４．環境ビジネスコンシェルジュサービスの実施結果 

 

（１）ビジネスモデル構築支援 

 申込のあった２社から、現在のビジネスモデルならびに経営上の課題について説明して

もらい、専門家から、新事業・新商品開発の方向性について、２社に対しアドバイスを行

った。 

 両社とも伴走型コンサルティングを希望したため、引き続き、新事業・新商品開発に関

する伴走型コンサルティングを実施した。（伴走型コンサルティングについては、第２章参

照） 

 

（２）事業拡大に必要な人材の発掘・採用支援、人材育成支援 

 再生可能エネルギー事業者の事業採算性向上に資するナノバブル発生装置メーカーが、

大手商社とのマッチングを望んだため、大手商社との交流を支援した。 

 

（３）新商品、新サービスの事業化に必要な資金調達支援 

 バイオマス燃料製造拠点の新設を予定している事業者に対し、施設整備に活用可能な補

助金メニューの紹介を行った。 

 また、バイオマス燃料製造事業の海外展開を検討している事業者に対し、海外展開に活

用可能な事業化可能性（ＦＳ）メニューの紹介を行った。 

 また、ナノバブル発生装置を活用した海外事業を検討している事業者に対し、海外展開

に活用可能な事業化可能性（ＦＳ）メニューの紹介を行った。 

 

（４）新商品、新サービスの事業化に必要な産学共同研究支援 

 ナノバブル発生装置を組み込んだ洋上風力発電事業の事業化を予定している事業者に対

し、事業化に有効と考えられる有識者の紹介を行った。 

 また、水の電気分解の技術を核に水処理装置やアルカリ電解水の販売を行う事業者に対

し、水の電気分解、研磨剤廃液の処理・リサイクル、リチウムイオン電池電解液の処理・

リサイクル、生産工程での循環水利用に関係する有識者の紹介を行った。また、専門家に

随時相談できるよう、専門家の連絡先を相談者に伝えた。 

 

（５）販路開拓支援 

排熱回収機器の飲食店向け販路開拓を検討している事業者に対し、排熱回収機器ＰＲに

有効と考えられる展示会ならびに利用可能な補助金メニューの紹介を行った。 

 

（６）デジタル化支援 

 食品廃棄物を原料にしたリキッド発酵飼料製造事業者に対し、専門家から自動化・非接

触化を工場で進めるための方策や、属人的ノウハウを標準化し、作業効率の向上や技術の

継承を進めていくにあたってのアドバイスを行った。 

  



 

第２章 ｢課題解決型環境ビジネス」の育成 

 

 環境ビジネスコンシェルジュサービスのうち、「ビジネスモデル構築支援」サービスを希

望し、かつ伴走型コンサルティングを希望した事業者２社に対し、伴走型コンサルティン

グを実施した。 

 

 １社は、新規事業として、ナノバブル発生装置を組み込んだ洋上風力発電事業や、ASEAN

地域での陸上養殖事業を検討していた。アドバイザーとして法政大学教授の玄場公規氏に

就任してもらい、支援制度への応募を念頭に、事業計画書の作成支援を行った。 

 

事業計画書の作成支援に資する伴走型コンサルティングの実施状況 

 実施日 実施内容 アドバイザー 

（敬称略） 

１回目 2021年 12月 10日 伴走型コンサルティングの進め方の相談 

法政大学教授 

玄場 公規 

２回目 2022年 1月 25日 事業計画書（案）の更新に係るアドバイス 

３回目 2022年２月 14日 事業計画書（更新版）に係るアドバイス 

４回目 2022年２月 25日 事業計画書（更新版）に係るアドバイス 

 

 もう１社に対しては、自社では気づかない新商品・新事業展開の可能性について、アド

バイザーの法政大学教授の玄場公規氏からアドバイスを行うとともに、既存ビジネスの事

業拡大方策について、アドバイザーの三菱 UFJ キャピタル株式会社理事の湯木将生氏から

アドバイスを行った。 

 

既存ビジネスの事業拡大方策や新商品・新事業展開の可能性に係る 

伴走型コンサルティングの実施状況 

 実施日 実施内容 アドバイザー 

（敬称略） 

１回目 2021年 12月 6日 伴走型コンサルティングの進め方の相談 法政大学教授 

玄場 公規 

２回目 2021年 12月 15日 既存ビジネスの事業拡大方策についてのア

ドバイス 

三菱 UFJ キャピ

タル株式会社理

事 湯木将生 

３回目 2022年 2月 1日 新商品・新事業展開の可能性に係るアドバ

イス 

法政大学教授 

玄場 公規 

 

  



 

第３章 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 

 

 環境ビジネス事業者に有益なネットワーク構築を目的に、水処理分野、バイオマス利用

分野、プラスチックリサイクル分野の環境ビジネス事業者に集まってもらい、意見交換会

を実施した。 

 

１．水処理分野の環境ビジネス事業者を主体とした意見交換会 

 水処理分野の環境ビジネス事業者を主体に、プラスチックコンパウンダーとの間で、廃

プラスチックの洗浄の可能性について、意見交換を行った。 

 

水処理分野の環境ビジネス事業者を主体とした意見交換会の概要 

開催日時 2022年１月 11日（火） 10:00～12:00 

開催場所 関東経済産業局会議室 

内容 ・自社取組（ビジネス）の紹介 

・廃プラスチックの洗浄の可能性について 

・フリーディスカッション 

参加者 

(敬称略) 

石塚化学産業株式会社代表取締役 石塚 勝一 

石塚化学産業株式会社生産管理本部長 沢田 誠司 

日之出産業株式会社取締役 藤田 香 

株式会社リガルジョイント環境ソリューション事業部事業課長 井上 幸太 

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 瀧澤 剛 

関東経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課課長補佐 伊藤 桂子 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社持続可能社会部 櫻井 仁 

 

 意見交換の結果、石塚化学産業株式会社から、日之出産業株式会社及び株式会社リガル

ジョイントにサンプルを送り、洗浄の可能性について、テストを行うこととなった。 

 

２．バイオマス利用分野の環境ビジネス事業者を主体とした意見交換会 

 バイオマス利用分野の環境ビジネス事業者を主体に、自社で保有するネットワーク、ネ

ットワーク構築の苦労点・メリットについて、意見交換を行った。 

 

バイオマス利用分野の環境ビジネス事業者を主体とした意見交換会の概要 

開催日時 2022年１月 14日（金） 14:00～16:00 

開催場所 関東経済産業局会議室 

内容 ・自社事業・取組の紹介 

・事業展開における課題・ニーズ 

・フリーディスカッション 

参加者 

(敬称略) 

川田化成株式会社代表取締役会長 川田 康雄 

川田化成株式会社代表取締役 川田 崇雄 



 

株式会社サムライトレーディング代表取締役 櫻井 裕也 

株式会社事業革新パートナーズ代表取締役社長 茄子川 仁 

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 瀧澤 剛 

関東経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課課長補佐 伊藤 桂子 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社持続可能社会部 櫻井 仁 

 

 意見交換の結果、意見交換会での出会いを契機に、参加者間で引き続き連絡交換を行い

ながら、新規事業・新商品開発を進めていくこととなった。 

 

３．プラスチックリサイクル分野の環境ビジネス事業者を主体とした意見交換会 

 プラスチックリサイクル分野の環境ビジネス事業者を主体に、日本百貨店協会の参加も

得て、百貨店業界や参加事業者が行うプラスチック資源循環に係る取組について紹介を行

い、今後の連携の可能性について意見交換を行った。 

 

プラスチックリサイクル分野の環境ビジネス事業者を主体とした意見交換会の概要 

開催日時 2022年 3月 10日（木） 9:00～11:00 

開催場所 関東経済産業局会議室 

内容 ・日本百貨店協会におけるプラスチック資源循環への取組紹介 

・レコテック株式会社におけるプラスチック資源循環への取組紹介 

・株式会社リファインバースにおけるプラスチック資源循環への取組紹介 

・株式会社サムライトレーディングにおけるプラスチック資源循環への取組紹介 

・フリーディスカッション 

参加者 

(敬称略) 

一般社団法人日本百貨店協会 髙橋 亜子 

レコテック株式会社代表取締役 野崎 衛 

株式会社リファインバースグループ常務取締役事業開発部長 加志村 竜彦 

株式会社リファインバースグループ経営企画部長 鈴木 諭也 

株式会社サムライトレーディング代表取締役 櫻井 裕也 

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 瀧澤 剛 

関東経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課課長補佐 伊藤 桂子 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社持続可能社会部 櫻井 仁 

 

 意見交換の結果、百貨店業界におけるプラスチック資源循環への取組推進に向け、一般

社団法人日本百貨店協会が参加企業と連携しなから、取組を推進していくこととなった。

また、プラスチック資源循環の推進にあたり、プラスチック資源循環促進法は追い風とな

るものの、関係法令が依然、制約要因となっている点について、関東経済産業局に問題提

起が出された。 

 

 

  



 

第４章 モデル企業の事例集の作成 

 

 水処理分野、プラスチックリサイクル分野、バイオマス利用分野等で先進的な取組を行

っている事業者へのインタビュー調査を実施し、事例集を作成した。 

事例集作成対象とした事業者 15社は、次のとおり。 

 

事例集作成対象事業者 

 事業者名（五十音順） 

水処理分野 ・WOTA株式会社 

・第一公害プラント株式会社 

・日之出産業株式会社 

・ハイモ株式会社 

プラスチックリサイクル分野 ・朝霧ビバレッジ株式会社 

・協栄産業株式会社 

・株式会社サティスファクトリー 

・リファインバース株式会社 

・Loop Japan合同会社 

・レコテック株式会社 

バイオマス利用分野 ・柏レザー株式会社 

・川田化成株式会社 

・株式会社サムライトレーディング 

その他産業公害分野 ・芝浦セムテック株式会社 

・株式会社モリカワ 

 

 

 

  



 

第５章 環境ビジネス支援の今後の方向性 

 

 ここでは、過去における環境ビジネス支援策（社会実証型支援、展示会出展支援、環境

ビジネスコンシェルジュ事業、課題解決型ビジネスモデル構築支援、意見交換会開催）の

試行結果を踏まえ、令和４年度以降の環境ビジネス支援の方向性について、以下、検討し

た。 

 

１．意見交換会と連携した専門家による相談・アドバイス事業 

 本年度、環境ビジネスコンシェルジュサービスについては、予定していた 10件のコンシ

ェルジュサービスを実施できたものの、関東経済産業局ホームページからの公募だけでは、

環境ビジネスコンシェルジュサービスの受講を希望する環境ビジネス事業者の発掘を十分

には行えないことを認識した。 

そのため、環境ビジネスの取組を進めている事業者グループを組成し、各社の取組内容

紹介、各社が抱えている課題、専門家による相談・アドバイスへのニーズ等について意見

交換を行う意見交換会を開催することも必要ではないかと考える。 

意見交換会で抽出された課題や専門家による相談・アドバイスへのニーズを、課題解決に

資する専門家による相談対応、ビジネスモデル創出に向けたアドバイス事業につなげてい

くことが望ましい。 

本事業遂行にあたっては、コーディネータを発掘・活用し、意見交換会を組成し、意見

交換会の実施を通じ、企業間連携・交流の機会につなげることが有効である。また、環境

ビジネス事業者が抱えている課題や専門家による相談・アドバイスへのニーズ等と専門家

のマッチングについても、コーディネータを活用し、意欲ある事業者を専門家、支援機関

等に橋渡しすることで、効率的・効果的な課題解決やビジネスモデル創出につなげること

が可能になると考えられる。 

 

２．環境ビジネス支援・振興における地域連携の在り方の検討 

管内自治体、支援機関、商工団体等との連携を視野に、環境ビジネス支援状況について

情報共有及びディスカッションの機会を設定し、環境ビジネス事業者への支援内容、支援

実施上の課題、関東経済産業局への要望等を把握し、地域連携の在り方を検討することも

有効と考えられる。 

また、コーディネータを介して、管内自治体、支援機関、商工団体等による環境ビジネ

ス支援を受けている環境ビジネス事業者の中から、１．の専門家による相談・アドバイス

事業につなげることや、逆に、１．の専門家による相談・アドバイス事業から管内自治体、

支援機関、商工団体等による環境ビジネス支援につなげることで、地域の先進事例の普及

を促進することが望ましい。 

これにより、関東経済産業局ホームページでの公募に加え、環境ビジネス事業者の意見

交換会経由での相談・アドバイスニーズの抽出、さらには、管内自治体、支援機関、商工

団体等経由での相談・アドバイスニーズの抽出が図られ、環境ビジネスコンシェルジュサ

ービスの受講を希望する環境ビジネス事業者の発掘を効率的・効果的に行えることが期待

される。 



 

 

３．環境ビジネス支援コンテンツ等の作成 

 過去における環境ビジネス支援策の試行（社会実証型支援、展示会出展支援、環境ビジ

ネスコンシェルジュ事業、課題解決型ビジネスモデル構築支援、意見交換会）、過去３年間

の調査結果をもとに、令和４年度以降の関東経済産業局における環境ビジネス支援に資す

る取組の方向性について検討を行うとともに、環境ビジネス支援の具体的な支援手法及び

活用施策を整理し、環境ビジネスに取組む事業者が一目でわかる支援コンテンツを作成す

ることが望ましい。 

支援コンテンツとして、例えば、活用者向けの手引き、支援施策、連携支援機関・専門

家リスト等を作成することが考えられる。 

 



 

参考資料１ 日本百貨店協会の資源循環の取組み 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

参考資料２ 株式会社リファインバースグループ紹介資料 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

参考資料３ 株式会社サムライトレーディングの SDGsへの取組（エコ玉プロジェクトを含む） 

 

（資料）埼玉県 HP https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/180430/model_03.pdf 

 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/180430/model_03.pdf

