視察研修会『バイオエタノール製造施設と廃棄物中間処理施設』
堺市にある堺臨海総合リサイクルセンターは、各種のリサイクル施設が集められ、循環型社会形
成のモデル地区となっています。今回の視察研修会は、「廃木材からバイオエタノールを製造して
いる工場」と「1 日 500 トンの中間処理から最終処分量が約 50Kg という高リサイクル率を実現し
ている工場」を見学させていただきました。
日時：平成 20 年 12 月 9 日(火) 午後 1 時 30 分〜3 時 30 分（現地視察時間）
場所：堺市西区築港新町 4 丁 2 番 7 バイオエタノール･ジャパン･関西株式会社
堺市西区築港新町４丁 2 番 3 株式会社 ＲＡＣ関西
参加者数：45 名

◎

バイオエタノール･ジャパン･関西株式会社

バイオエタノール・ジャパン・関西(株)は、木質系バ
イオマス（建設廃木材、木くず、剪定枝等）を主原料
に燃料用エタノールを製造しています。
リサイクル率の向上が求められている建設廃木材等
を有効活用することで、循環型社会の形成を目指すと
ともに、石油などの化石燃料に替わるエネルギーの製
造と、温室効果ガスの排出量削減により、地球温暖化
防止に貢献している企業です。
工場見学では、あいにくの雨の中でしたが、廃木材
の破砕に始まり、加水分解、発酵、濃縮蒸留から貯蔵
出荷に至る一連の設備を見学させていただきました。

◎

株式会社

ＲＡＣ関西

（株）ＲＡＣ関西は、高度な選別システムで建設混
合廃棄物から高品質なリサイクル原料を生み出し、メ
ーカーに供給している廃棄物の中間処理施設です。紙、
木、ゴム、プラスチック、非鉄金属、鉄、硝子、陶器、
がれきなど、一日 500 トンの処理能力をもち、そのほ
とんどをリサイクル品に再生するという高度なリサイ
クル率を誇っています。一連の分別ラインを見学させ
ていただきました。
1

地域部会活動の紹介

淀川地域部会

淀川地域部会は昨年の 9 月に設立され、昨年に引き
続き平成 20 年度も総会とセミナーを開催いたしまし
た。
総会は、田岡化学工業㈱の稲村部会長のご挨拶のあ
と、
「平成 19 年度活動報告」
「平成 19 年度会計報告及
び会計監査報告」「平成 20 年度活動予定･収支予算
（案）」について審議し、いずれも可決されて閉会い
たしました。
総会後、「環境関連法規の解説」というテーマでセ
ミナーを開き、大阪環境カウンセラー協会の松崎

洋

氏を講師に招いて、多数定められている環境関連法規
の個々の概要と、事業者としての順守項目を解説して
いただきました。終了後は会員相互の親睦を兼ねた情
報交換会を設けて盛会のうちに終了しました。
平成 20 年 11 月 28 日(金) 午後 3 時〜5 時
サンポードシティ４F

地域部会活動の紹介

（淀川区十三）

東成地域部会

東成地域部会では、地域密着型の活動を推進す
るため 10 月 17 日（金）午後 3 時から大阪市立玉
津会館において総会と研修会を開催しました。
総会は有光工業㈱金子部会長のご挨拶のあと、
「平成 19 年度事業報告」
「会計報告及び会計監査
報告」「平成 20 年度活動予定・収支予算（案）」
について審議され、いずれも可決されて閉会しま
した。
研修会は、
『CDM の概要と排出量取引（中小企業への影響と取組）について』というテーマで㈱
日本環境取引機構

関西地域事務所

川見

俊之氏にご講演いただきました。時宜にかなったテー

マで参加者の皆様大変熱心に聴講されていました。
次に『省エネ診断の実践について』というテーマで大阪環境カウンセラー協会

野綱

正幸氏が

我が社の省エネ度診断を実際の入力シートを使って説明され、参加者の皆様は真剣に自社の省エネ
度を計算され、予想外の結果に驚かれるなどの場面もありました。
アンケート結果では省エネ度

80 点以上が約 36％、60〜79 点が約 27％、59 点以下が約 36％で

した。
また、会社に来て社員に講演・教育指導などしてほしいとのご意見もありました。
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地域部会活動の紹介

港地域部会

10 月 10 日（金）午後２時から、港産業会館において港区都市環境協議会の解散と大阪市環境経
営推進協議会港地域部会の再発足式があり下記の議案が審議され、いずれも可決されて閉会いたし
ました。
（１） 平成１９年度事業報告について
（２） 平成１９年度収支決算報告、会計監査報告について
（３） 役員の補充について
（４） 港区都市環境協議会から大阪市環境経営推進協議会港地域部会への再発足について
（５） 大阪市環境経営推進協議会港地域部会規約（案）について
（６） 役員の選出について
（７） 平成２０年度事業計画（案）について
（８） 平成２０年度以降の会費徴収について
（９） 平成２０年度収支予算（案）について
新たに港区部会が誕生しました。よろしくお願いいたします。

地域部会活動の紹介

西地域部会

6 月 11 日(水)午後 4 時から、西区役所において西区会員の意見交換会が開かれました。意見交換会
では、西区の部会設立について審議され、規約の作成と承認、会長、副会長、会計、監事の役員が決
定され、新たに西部会が発足いたしました。
西区の全会員にこの部会発足の案内をおこなって、今後の活動の協力を依頼しております。

土壌汚染セミナー
−汚染地の情報はどのようにして地域関係者などに伝えるのか？−
ＮＰＯ土壌汚染対策コンソーシアム主催の土壌汚染セミナーに大阪市環境経営推進協議会も協力
し、会員の皆さんにも参加していただきました。
本セミナーでは、事業者が土壌汚染対策を実施する際、周辺住民の方などの地域の関係者との間で
リスクコミュニケーションを行うための基本的な考え方や、具体的な情報の伝え方、住民説明を行う
際の参考情報などをお話して頂きました。質疑応答では非常に活発な質問が連続し、30 分の予定時
間がいっぱいになるほど土壌汚染への関心が伺えた盛況なセミナーでした。
(当日の次第)
平成２０年１１月２７日（木） 14：00〜16:50
大阪科学技術センター(OSTEC)8F 中ホール
主催：ＮＰＯ土壌汚染対策コンソーシアム
（略称 NPO-CSCC）
共催：（財）日本環境協会 （社）土壌環境センター
：土壌汚染対策コンソーシアム（略称 CSCC）
協力：大阪市環境経営推進協議会
：ＮＰＯ大阪環境カウンセラー協会
参加者数：１０５名
（うち大阪市環境経営推進協議会会員 11 名）
概要説明：
土壌汚染の基礎知識（土壌汚染対策コンソーシアム WG5）
土壌汚染対策基金事業のご紹介（日本環境協会 高木専務理事代行）
講演：
土壌汚染に関わるリスクコミュニケーション
−事例とガイドラインの紹介−（財団法人日本環境協会 清水建設(株)相澤渉氏）
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なにわエコ会議

地球温暖化防止パートナーシップフェア

大阪市と「なにわエコ会議」は、「地球温暖化防止パートナーシップフェア〜市民・事業者の皆さ
んとともに考える〜」を開催しました。
本年 4 月から京都議定書第１約束期間がスタートし、７月には北海道洞爺湖サミットにおいてＧ８
プラス主要排出国による国際的な気候変動対策の将来枠組に関して議論が交わされました。今後「低
炭素社会の実現」について、先進国が主導的役割を果たすことが期待されています。
今回の地球温暖化防止パートナーシップフェアは、市民、環境 NPO、事業者の方々と一緒に、地球
温暖化防止のために「私たちができること」について考え、省エネルギーやごみ減量・リサイクルな
ど身近な環境保全行動の実践をわかりやすく楽しんでいただきながら紹介するイベントとなり、多数
の参加がありました。
第 1 部は、環境保全行動に関し顕著な功績のあった個人、団体
及び事業者を表彰する「平成 20 年度大阪市環境表彰」表彰式を、
第 2 部は、基調講演、ディスカッションなどを行いました。
―＜基調講演＞―
テーマ：
「地球環境を救う新しいライフスタイルへ」
講 師：明治大学教授・淑徳大学客員教授／工学博士
北野 大 氏
―＜ディスカッション＞―
・部会サミット〜3 部会代表が語る「なにわエコ会議」〜
―＜イベント＞―
・「環境×人材〜青年が創るエコロジカルな未来へ〜」
エコ・リーグ（全国青年環境連盟）
・ 「一緒に考え・行動しまひょ！『地球温暖化防止と
身近なごみ問題』」
NPO 法人 ごみゼロネット大阪
・「タンスのこやし」でファッションショー
大阪こすもす環境会議
日
時：平成２０年１２月７日（日）午後 1 時 30 分〜4 時
会
場：大阪市中央公会堂大集会室

事務局だより
◎ セミナー案内
第 3 回セミナーを 1 月 29 日（木）に開催します。
産業廃棄物（マニュフェストの基本、記載方法）や
事業系一般廃棄物の取り扱いについての内容です。
チラシにて応募ください。

◎ 大阪環境カウンセラー協会の「お得メニュー」
大阪環境カウンセラー協会では、事業者の環境への
取り組みを支援するいろいろな業務を行っておりま
す。特に大阪市環境経営推進協議会の会員様には、
20%OFF のお得なメニューもそろえておりますので、
ぜひ、ご利用ください。
【編集後記】10 月に「かわら版第 5 号」を発行してホット一息入れたとたんに、第 6 号記事の締め切りが
迫りました。師走といわれるとおり、年末まで走り回って今年もくれそうです。
（T）
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