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会会会長長長賞賞賞   

受賞者名 

ニイガタ・クリーンメタル株式会社 

所在地 

新潟県柏崎市 

受賞テーマ 

年平均１万５千トン以上発生するシュレッダーダストの 

ゼロエミッション（埋立ゼロ）を、5年連続して達成 

 
同社は、法律で管理型埋め立て処分を許されているシュレッダーダストの完全埋め立てゼロをこれまで 5 年以上に

亘って継続達成している。達成された廃棄物の削減効果は通算 76,000トン以上にも及び、シュレッダーダストの完全

ゼロエミッションに由る管理型埋め立て処分場の延命と環境負荷の低減に大きく寄与している。 

使用済み自動車、廃家電、廃 OA機器、廃自販機など、様々な素材で作られているものを大型破砕機で粉砕して素材

別分離させ、鉄や非鉄金属など有価金属の回収を行う産業廃棄物処分業の許可を有する鉄スクラップ加工処理業だが、

作業の過程でシュレッダーダストと呼ばれる嵩比重が低く非常に嵩張る大量の破砕残渣を発生させてしまうという悩

みを抱えていた。 

 シュレッダーダストは発生量の多さと嵩比重の低さの 2 点、そして残留金属成分の溶出リスクの点からしても管理

型埋め立て処分場の負担は大きいので、シュレッダーダストを大量に発生させる排出者としても、法で許されている

以上の何かしら新たな対応を模索すべきではないかと考え、そのころシュレッダーダストの新たな処分方法として国

内何ヶ所かで操業が始まった溶融処分に平成 16 年度途中から徐々に処分委託を切り替え始め、ついに平成 18 年 3 月

以降、これまで年平均で 1 万 5 千トン以上発生していたシュレッダーダスト全量の処分を埋め立てに頼らない方法に

全面的に切り替えることでゼロエミッションを達成し、以後今日までこれを 5年以上継続している。 

 新たな処分委託の内訳は、溶融リサイクル 97％、焼却サーマルリサイクル 3％、埋立処分 0％、というのが、ゼロエ

ミッション達成した平成 18年度以降今日までの実績である。 

 平成 20年 2月には、新潟県制定の「優良リサイクル事業所」にリサイクル事業者として初の認定を受け、その後「優

良エコ事業所」にも認定されている。その背景には同社グループ全事業所（4 社 5 事業所全 73 名）から委員を出して

推し進めている環境と労働安全衛生の MS推進する MINY（ミニー）委員会、ほかにも休業災害ゼロ日数の連続記録を各

事業所で競い合うなど、全事業所で同一テーマに取り組んだ成果である。 

 

 また、同社のリサイクル活動の実態を広く公表して一般市民にリサイクルに関する理解を高めてもらうため、工場

見学の求めなどにも積極的に応じていて、群馬県前橋市の大手自動車解体工場主催の大型バスによる見学会を 8 年連

続して受け入れたり、ISO審査機関の求めに応じて当グループ MINY委員会の活動の様子を事例発表会で報告したりと、

教育・啓発活動にも積極的に取り組んでいる。 
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処理方法の変更は平成 16 年度から取り組み始

め、18 年度以降は完全埋立ゼロを達成し、22 年

度までのゼロエミッション実績累計は 7万 6千ト

ンを超える。 





 

 

 
リデュース・リユース・リサイクル推進協議会は 

 

行政・消費者・産業界等が連携してリサイクルを推進することを目的として、平成３年９月に「リサイクル推進協議会」の名称

で設立されました。平成１４年６月に、これからの資源・廃棄物問題に対処するにはリサイクルのみならず３Ｒ（リデュース：発

生抑制、リユース：再使用、リサイクル：再生利用）を通じた循環型社会の構築が必要であることを踏まえ、「リデュース・リユ

ース・リサイクル推進協議会」と改称し、３Ｒ推進のための啓発・普及活動を実施しています。 

 

■ 会  長    慶應義塾大学 経済学部教授 細田衛士 

 

■ 会員団体    （五十音順 平成２３年９月現在） 

アルミ缶リサイクル協会 

板硝子協会 

塩ビ工業・環境協会 

財団法人家電製品協会 

ガラス再資源化協議会 

ガラスびんリサイクル促進協議会 

公益社団法人関西経済連合会 

財団法人休暇村協会 

財団法人クリーン・ジャパン・センター 

公益社団法人経済同友会 

建設副産物リサイクル広報推進会議 

財団法人国立公園協会 

公益財団法人古紙再生促進センター 

敷物協議会 

一般財団法人自然公園財団 

主婦連合会 

酒類業中央団体連絡協議会 

消費科学連合会 

スチール缶リサイクル協会 

石油化学工業協会 

石油連盟 

社団法人セメント協会 

全国オイルリサイクル協同組合 

全国牛乳パックの再利用を考える連絡会 

全国漁業協同組合連合会 

社団法人全国軽自動車協会連合会 

社団法人全国建設業協会 

全国商工会連合会 

社団法人全国清涼飲料工業会 

全国地域婦人団体連絡協議会 

社団法人全国木材組合連合会 

全日本寝具寝装品協会 

電気事業連合会 

一般社団法人電子情報技術産業協会 

社団法人電池工業会 

社団法人日本アスファルト合材協会 

一般社団法人日本アルミニウム協会 

一般社団法人日本印刷産業機械工業会 

一般社団法人日本化学工業協会 

日本化学繊維協会 

一般社団法人日本ガス協会 

財団法人日本環境協会 

社団法人日本缶詰協会 

社団法人日本経済団体連合会 

社団法人日本建材・住宅設備産業協会 

社団法人日本建設業連合会 

日本鉱業協会 

社団法人日本工作機械工業会 

日本ゴム工業会 

日本再生資源事業協同組合連合会 

社団法人日本産業機械工業会 

社団法人日本施設園芸協会 

一般社団法人日本自動車工業会 

社団法人日本自動車整備振興会連合会 

社団法人日本自動車部品工業会 

日本自動車輸入組合 

日本酒造組合中央会 

日本商工会議所 

財団法人日本消費者協会 

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 

日本醤油協会 

日本蒸留酒酒造組合 

日本生活協同組合連合会 

日本製薬団体連合会 

日本繊維板工業会 

社団法人日本中古自動車販売協会連合会 

社団法人日本鉄源協会 

一般社団法人日本鉄鋼連盟 

一般社団法人日本電機工業会 

社団法人日本道路建設業協会 

一般社団法人日本時計協会 

一般社団法人日本パン工業会 

社団法人日本貿易会 

社団法人日本包装技術協会 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

日本洋酒酒造組合 

社団法人日本冷凍空調工業会 

ビール酒造組合 

社団法人プラスチック処理促進協会 

 

■ 事 務 局    財団法人クリーン・ジャパン・センター、財団法人日本環境協会 

 

■ 主な活動    リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰の実施 

リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマークの普及等 

 

           
 

■ホームページ   http://www.3r-suishinkyogikai.jp/ 

 

 

リデュース・リユース・リサイクルキャンペーンマーク 

（３Ｒキャンペーンマーク） 



 
 

 
平成２３年度 

リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰について 
 

 当協議会では毎年、３Ｒ（リデュース：発生抑制、リユース：再生利用、リサイクル：再利用）に率

先して取り組み、顕著な実績を挙げている方々を表彰し、これらの活動を奨励することを目的に「リデ

ュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」を実施しています。 

 平成４年にスタートした本表彰は今回で２０回目を迎え*、環境・３Ｒ分野の表彰としては、我が国で

も有数の規模を誇る制度として広く定着してまいりました。 

 この度、平成２３年度の受賞者が決定しましたので発表いたします。 

*平成４年度～１３年度は「リサイクル推進功労者等表彰」の名称により実施 

１．本表彰の概要 

主  催 ： リデュース・リユース・リサイクル推進協議会 
 

後  援 ： 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 

 

募集対象 ： 循環型社会の形成に向け、３Ｒに率先して取り組み、継続的な活動を通じて顕著な実績を挙

げている個人・グループ・学校・事業所・地方公共団体等 

 

募集方法 ： 下記の推薦機関を通じた推薦方式により候補者を募集 

○リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会員団体 

○地方自治体（都道府県、政令指定都市、中核市、特別区） 

○建設副産物対策地方連絡協議会 

 

審査委員会 ： 審査委員長 法政大学理工学部教授 木村文彦氏 他１４名（敬称略） 

木村 文彦 

上野  潔 

大石美奈子 

角田 禮子 

小澤紀美子 

斎藤 正一 

坪田 秀治 

細田 衛士 

百嶋  計 

板東久美子 

唐澤  剛 

針原 寿朗 

菅原 郁郎 

中島 正弘 

伊藤 哲夫 

法政大学理工学部機械工学科 教授 

金沢工業大学大学院 客員教授 

公益社団法人日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 環境委員会 副委員長 

主婦連合会 副会長 

東京学芸大学 名誉教授 

日経ＢＰ社 環境経営フォーラム事務局 部長 

日本商工会議所 理事・事務局長 

慶應義塾大学経済学部 教授 

国 税 庁 長官官房審議官 

文部科学省 生涯学習政策局長 

厚生労働省 大臣官房審議官 

農林水産省 食料産業局長 

経済産業省 産業技術環境局長 

国土交通省 総合政策局長 

環 境 省 大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部長 

 



２．募集及び審査の経緯

 本年４月、推薦要領を上記機関に送付し候補者を募集したところ、全国から多数の推薦がありました。 

応募案件について審査委員会で慎重に審査した結果、下記の１００件を表彰することとなりました。 

 

賞の種類 表彰件数 

内閣総理大臣賞 １件 

文部科学大臣賞 ２件 

農林水産大臣賞 ２件 

経済産業大臣賞 ２件 

国土交通大臣賞 ７件 

環 境 大 臣 賞 １件 

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞 ８５件 

計 １００件 

 

３．表彰式

 日  時 ： 平成２３年１０月２５日（火） １４時００分～１６時００分 

 

 会  場 ： ＫＫＲホテル東京 

   （東京都千代田区大手町１－４－１  電話０３－３２８７－２９２１（代）） 

 

４．過去の受賞者

 当協議会が運営する「リデュース・リユース・リサイクル推進協議会ホームページ」で本表彰の過去（平

成１３年度以降）の受賞者リストがご覧になれます（平成１４年度以降は受賞者内容の概要も掲載してい

ます）。 

【URL】 http://www.3r-suishinkyogikai.jp/commend/jisseki.html 

 

５．お問い合せは

 〒１０５－００１１ 東京都港区芝公園三丁目５番８号 機械振興会館Ｂ１０８ 

 財団法人クリーン・ジャパン・センター内 

 リデュース・リユース・リサイクル推進協議会事務局 

 電話：０３－６４３０－９７２１  ＦＡＸ：０３－３４３４－３５３３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰 

受賞者および受賞内容 目次 
 

 

 

 

 

内閣総理大臣賞                                                        ４ 

 

 

 

文部科学大臣賞                                                        ６ 

 

農林水産大臣賞                                                        ８ 

 

経済産業大臣賞                                                       １０ 

 

国土交通大臣賞                                                       １２ 

 

環境大臣賞                                                           １９ 

 

 

 

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞                           ２０ 

 

 

 

受賞者名索引                                                        １０５ 
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受賞者名索引（賞の種類別・五十音順） 

 
 

※連名による受賞者は、五十音順に別々に掲載しています。 

内閣総理大臣賞 

  広島県福山市立千年小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   4 

 
  

 
文部科学大臣賞 

  NPO法人気象キャスターネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   7 

  埼玉県立特別支援学校さいたま桜高等学園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   6 

  シャープ株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   7 

    

農林水産大臣賞 

  高知ビニール株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   8 

  ＪＢ環境ネットワーク会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   9 

    

経済産業大臣賞 

  株式会社滝の湯ホテル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  10 

  日本シイエムケイ株式会社 新潟サテライト工場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  11 

    

国土交通大臣賞 

  株式会社大林組 東京本店 新タワー建設工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  14 

  鴻池組・春名建設 特定建設共同企業体 神戸市危機管理センター新築工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  17 

  鴻池･松尾特定建設工事共同企業体 鉛直地中壁及び水処理工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  12 

  大成建設株式会社 東北支店 大茂内第二トンネル工事作業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  13 

  株式会社竹中工務店 名古屋支店 三重大学（医病）病棟･診療棟新営その他工事作業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・  16 

  東北電力株式会社 豊実・鹿瀬発電所工事所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  15 

  豊実発電所改修工事のうち土木本工事ならびに関連撤去工事 前田・飛島・会津土建・入谷・滝谷共同企業体・・・・・・・・・・  15 

  前田道路株式会社 東京支店 西東京合材工場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  18 

    

環境大臣賞 

  向井 哲朗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  19 

 
  

 
リデュース･リユース･リサイクル推進協議会会長賞 

 
  

 
  あ行   

  Ａｎｊｏ Ｈｅａｒｔｓ ＰＲＯＪＥＣＴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  91 

  イオン九州株式会社 イオン若松店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  38 

  板鼻グリーンネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  92 

  社会福祉法人桜梅会 丹波桜梅園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  99 

  大塚製薬株式会社 佐賀工場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  34 

  株式会社大林組 大阪本店 京都縦貫長岡京工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  60 

  株式会社大林組  大阪本店  阪神高速鉄砲町工事事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  61 

  社団法人帯広消費者協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  96 

  小山市立寒川小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  32 

 
  

 
  か行   
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