
太陽電池のさらなる普及で、社会に貢献

Hondaの太陽電池事業の歩みは、2002年にさかのぼります。独自開発による非シリコン系の太陽電池は、生産の段階においてCO2の排

出量が少ないことが大きな特長となっており、Hondaの環境活動の基本であるLCAにそくした製品となっています。この、地球にやさしい

Hondaの薄膜太陽電池が世界中でより多く普及していくことが、持続可能な未来を実現させるための一助になる、とHondaは考えています。

特集2010

地球温暖化防止への
さらなる挑戦
CO2削減活動、再生可能エネルギーの普及

Hondaは、すべての企業活動と商品の使用に伴う環境負荷

削減への責務を自覚し、環境保全活動に取り組んでいます。

そのためにはまず、企業活動や商品の使用が地球環境に及

ぼす影響を考慮し、テーマごとに対策の方向性と目標を設定

して取り組みを進める必要があります。

こうした認識から、Hondaでは、製品の一生にわたる環境

負荷を評価するLCA（Life Cycle Assessment）の考え

方に基づき、現段階で認識可能な環境影響を整理し、分析し

た上で、それぞれの課題に向けて、領域ごとに具体的な取り

組み方針を定めています（p27参照）。

「商品開発」「購買」「生産」「輸送」「販売」「製品の資源循

環・3R※」「オフィス」。これらLCAに基づいた領域区分にそ

くした2009年度の取り組みのうち、「薄膜太陽電池の販売

普及」「環境配慮型の生産拠点」を取りあげご紹介します。
※3R ： 「 リデュース（Reduce）発生抑制、リユース（Reuse）再生利用、リサイクル

（Recycle）再利用」の3つの語の頭文字をとった言葉

甲子園名物の「銀傘」と呼ばれる大屋根をおおうHondaの薄膜太

陽電池。阪神甲子園球場のリニューアルにともない、2010年3月

に設置されました。歴史のある球場にお目見えした新しいシンボ

ルは、「環境にやさしい球場」の大きな特長となり、新球場は関西

の新たなランドマークとなっています。地球にやさしいHondaの

太陽電池が、持続可能な地域社会の基盤づくりに貢献しています。

阪神甲子園球場に、（株）ホンダソルテックの薄膜太陽電池を設置

　テーマは「環境にやさしい球場」

森様　老朽化した球場施設のリニューア

ルにあたり、「環境にやさしい球場」をテー

マに、「快適性の向上」「安全性の向上」「歴

史と伝統の継承」の3つのコンセプトを追

求しました。

岡田様　今回は「銀傘」（阪神甲子園球場

の特長であるスタンドをおおう大屋根）の

リニューアルでは、新たに「雨水の再利用」

と「太陽電池の設置」をおこない、ほかに

は、省エネ型の空調機器の導入や甲子園

名物の蔦の再生などもあわせておこない

ました。

森様　80年以上もの歴史のある蔦を再生

させることは、「歴史と伝統の継承」その

ものであり、壁面緑化での環境対応にも

なりました。約10年後には以前のような

姿に戻る予定です。

岡田様　これまでは、洗浄水や芝生用の

散水に井戸水をくみ上げて使用していた

環境にやさしい、より開かれた野球場に事例紹介─阪神甲子園球場様

阪神電気鉄道（株）
不動産事業本部 技術部
球場リニューアル
課長 岡田 康彦様
 （取材時）

阪神電気鉄道（株）
EC事業本部 甲子園事業部
主任 森 佐世子様

（株）ホンダソルテック
関東営業所
主任 青山 裕志

C S Rレポート2010 7



のですが、その井戸水に加えて、大きな

銀傘で受ける雨水を巨大なタンクに貯め

ることで、再利用するようにしました。

また、大きな銀傘の面を利用して太陽電

池を採用することでエネルギーを再生す

ることを検討しました。各社の太陽電池

を検討するなかで、Hondaが太陽電池

を製造していることを知ったのですが、

Hondaのブランド力と信頼に加え、環境

への取り組みが進んでいるという印象が

強くあったので、ホンダソルテックの話を

お聞きしました。すると、より環境負荷の

低いCIGS太陽電池という次世代型の製品

が「環境にやさしい球場」をめざす阪神甲

子園球場の考えとまさしく一致していたた

め、採用するにいたりました。

青山　Hondaの薄膜太陽電池は、製造時

に使用するエネルギーが結晶シリコン太

陽電池に比べて約2分の1の製造エネル

ギーで済むという特長があります。それに

ついて阪神甲子園球場様にとても興味を

持っていただき、1,600枚の太陽電池を

設置していただきました。

　野球場と太陽電池

岡田様　大量の太陽電池モジュールを設

置すると、銀傘に大きな荷重がかかりま

すが、そのために銀傘の支柱を太くする

など構造を変更してコストを増やすわけ

にはいきませんので、架台や配置に関し

てソルテックさんには大変ご無理を申し

上げました。

青山　太陽電池そのものの軽量化をおこ

なえないので、取り付け金具の架台など

に工夫を重ねて軽量化を図りました。その

一方で、阪神甲子園球場様で実施された

風洞実験で得られた風力に耐える強度に

も対応できるようにしました。また、球場

の空撮時に架台や配線がむき出しで見え

ることのないように配置し、かつ左右対称

になるように配置することで、太陽電池パ

ネルが落ち着いた感じで映るように配慮し

ました。

岡田様　お客様の視認性への配慮という

理由から、新しい銀傘の内側の柱は、細い

もので支えられています。その支柱の強

度ゆえにパネルが設置できる範囲も限ら

れていたために、相当のご苦労をおかけし

ました。さらに、球場のオンシーズンとオ

フシーズンで電力使用量に極端な違いが

発生するということも考慮し、最適なパネ

ルの設置数になるような工夫もしていた

だきました。

それから、第Ⅲ期の外構工事の工程に支

障とならないよう、一度に大量のパネルを

作っていただき、それをまとめて銀傘に上

げていただくなどイレギュラーな対応をお

願いしました。

設置してから約1ヵ月が経ちますが、冬場

であるにもかかわらず瞬間的には約150

キロワット発電してくれますので、「阪神

タイガースのナイター照明1年分をまか

なう」という指標が達成できると期待して

います。球場全体の使用電力量の約5.3

パーセントが太陽電池でまかなえることに

なります。

青山　お話をいただいてから竣工まで2

年を要したのですが、お取引先様の阪神

タイガースファンの方々から、「甲子園で

ホンダソルテックの製品を扱っていてうれ

しい」という声もいただくようになり、苦

労がむくわれます。

岡田様　地球環境の問題は、次世代のた

めにやらなければならないことであるとみ

んなが認識している時代です。費用対効

果などの面で課題がありましたが、甲子園

に太陽電池を設置することが多くの啓発

効果をもたらすと考えています。

青山　阪神甲子園球場にホンダソルテッ

クの太陽電池が採用されることで、次世代

をになう子どもたちへの発信につながるこ

とをとても誇りに思い、感謝しています。

　持続可能な地域社会づくりのための、
　開かれた球場へ

森様　今回の太陽電池の設置を契機に、

阪神タイガースファンのみなさんと環境

意識を共有できるのも、阪神甲子園球場

だからできる社会貢献だと思っています。

内野席2階の通路には発電量の表示モニ

ターを設けており、CO2の削減効果など

をマスコットのトラッキーが分かりやすく

説明しています。

阪神甲子園球場への来場を機に、一般の

お客様が太陽電池を導入するきっかけに

なるとすればうれしいですね。

岡田様　今回のリニューアルはたんなる

改修工事ではなく、太陽光をはじめとする

環境への取り組みをおこなったという点

で、企業のCSRの観点からも意義のある

ものだったと考えています。

内野席2階の通路2ヵ所（一塁側、三塁側）に設置されて
いるモニター。設置からすでに13,975kg-CO2の削減効
果がありました。阪神甲子園球場1.1個分の森林に相当し
ます（2010年5月9日現在）。

リニューアルされた「銀傘」。雨水を集める機能、太陽電池
の設置場所という新しい役割もになっています。
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特集2010 地球温暖化防止へのさらなる挑戦

Hondaでは、全国の工場や販売店にて太陽電池の導入を進めて

います。生産拠点においては、太陽電池の生産から販売をになう

（株）ホンダソルテックも隣接する熊本製作所への導入をはじめ、

国内と海外の多くの事業所に導入しています。販売店の取り組み

においても、率先していくつかの販売店にて太陽電池を導入し、

グループ企業の環境活動を推進しています。また、2010年2月に

は、中国にある四輪車生産販売合弁会社である東風本田汽車有限

公司（東風ホンダ）にて、総合事務棟に薄膜太陽電池を設置。建設

中の第2工場においても同電池が設置予定です。

グループ全体で導入を推進

Honda DREAM松阪店のオープンは

2009年9月。環境問題に積極的に取り組

んでいくことは時代の流れでもあり、地域

の人々と一緒になって環境問題について

考えていくことは地域に根ざす販売店の

役目であると思い、太陽光発電システム

の導入は当初から考えていました。また、

Hondaの二輪車は環境にやさしい乗り物

であることから、太陽光発電との組み合わ

せはその期待に応えられると考えていま

す。新しい価値への挑戦と先進性という点

においても、二輪車販売店初の導入とい

うかたちでHonda DREAM松阪で実現で

きたのは、とてもよかったと思っています。

　「太陽電池導入によって、
　数字をきっかけにした
　意識と行動が生まれました」

太陽電池の稼働状況が数字で表示される

ことが、変化を生みだしました。まず従業

員の意識が変わりました。電気の消費量が

見えることで無駄への気づきの機会が生

まれて、こまめにスイッチを消すようになっ

たのです。待機電力についての考えもあら

たまりました。 次に、お客様への情報発信

力。お客様のなかには、店内のモニターパ

ネルをご覧になられ、Hondaの太陽光発

電システムのモニターであると分かると、

そのしくみや特長を説明して欲しいと、た

いへんご興味をもたれるお客様も多くい

らっしゃいます。説明によってお客様が環

境問題を意識していただくようになり、それ

が地域社会の意識啓発となっていけば、太

陽電池を通じたHondaならではのメッセー

ジの発信だと思います。人の意識や行動に

よいかたちで影響を与えていると実感して

います。 地域と子どもたちのために、持続

可能な社会づくりの見本を示したい―この

ような想いが太陽光発電導入というかたち

になって実を結んだのだと考えています。

「新しい店だからこそ、
新しい取り組み─
Hondaの太陽光発電を
最初に入れたかった」

Honda DREAM松阪
社長 稲葉 茂樹

国内販売店の取り組み─Honda DREAM松阪

Honda DREAM松阪店の屋上には、（株）ホンダソルテック
製の太陽電池モジュール計140枚が設置されています。発
電出力は16キロワット。年間発電量は約17メガワット時を
見込んでいます。

2010年2月3日、中国における四輪車生

産販売合弁会社である東風本田汽車有限

公司（以下、東風ホンダ）の太陽電池が稼

働をはじめました。総合事務棟の屋根に

設置されています。今回設置した太陽電

池は、パネル容量が100キロワット、枚

数は864枚となります。年間のCO2削減

量は100トンを見込んでいます。総合事

務棟の照明やエアコン、パソコン、コピー

機、給水器などに利用しています。今回の

太陽電池の導入に対し、湖北省、武漢市と

いった行政から、お取引先、販売店、さら

には従業員まで大きな反響がありました。 

太陽電池という再生可能エネルギーを取

り入れるといった活動を広めるべく、東風

ホンダのホールには太陽電池のPRパネ

ルを設置しています。訪問するすべての

お取引先やお客様に対し、東風ホンダが

CO2削減のために積極的に取り組んでい

ることを知ってもらえるような工夫をして

います。きたる2012年に稼働開始予定の

第2工場でも、太陽電池を導入することに

なっています。ここでは、作業工程の電力

供給の一部を太陽電池でまかなうことを

計画しております。生産工場では初の試み

であり、Hondaの生産技術と環境技術を

融合した、新しい取り組みがはじまります。

生産拠点の新しい挑戦

グローバル生産拠点の取り組み─東風ホンダ

東風本田汽車有限公司
企画発展科環境係
係長 羅 寧

店内の「太陽光発電システムモニターコーナー」。
現在の発電電力を蛍光灯の本数、1日の発電電力を液晶テ
レビの台数、前月のCO2削減量をクスノキの本数であらわし
ます。来店されるお客様が、太陽電池の効果を実感できるよ
うな工夫をしています。

東風ホンダの屋上に設置された太陽電池

東風ホンダのスローガン「子供たちに青空を」が入った広告塔
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世界をけん引する3つのコンセプト

2006年、Hondaは国内の生産体制の再

構築を目的とした、エンジンから車体まで

を生産する最先端の四輪車工場を、埼玉

県寄居町・小川町地区に新設する「寄居小

川プロジェクト」を発表。翌2007年には、

次世代環境エンジンの生産拠点として小

川工場を着工し、2009年秋からは欧州向

けのディーゼルエンジンの生産を開始しま

した。

小川工場では、3つのコンセプトをかか

げ、このコンセプトの具現化によって、世

界のHondaグループをけん引する生産工

場をめざしています。

第1のコンセプトは、「エ

ネルギー消費量の削減」

です。エンジンを生産す

る際の、１台あたりのエネ

ルギー使用量を徹底的に

削減することをめざしまし

た。第2に、「高効率な生産ラインとして圧

倒的な競争力をめざす」ことです。Honda

はフレキシブルな生産をすでに進めていま

したが、同一ラインで生産する機種を増や

し、市場に連動できる「多機種混流生産」

をさらに進めることで、圧倒的な競争力を

備えていく予定です。第3のコンセプトが、

「すべての人が働きやすい工場をめざし

た、職場環境改善への取り組み」で、工場

内の温度、騒音、オイルミスト（油脂分が混

ざった塵
じんあい

埃）については大幅な改善を実現

しています。

特に工場の建設にあたっては、環境への

配慮をつねに最優先に考えると、自然発生

的に「施工時・操業時だけではなく解体時

の廃棄物削減をめざす」という、建物自体

のライフサイクルを考慮に入れたコンセプ

トが浮き彫りになってきました。

また、周囲の環境との調和も図るため、既

存の里山を残しながら建設を推進。さら

に、工場周辺に緑地帯を設置し、周辺の里

山に見られる在来種の植栽をおこなうな

ど、地域が誇れる環境保全に配慮した工

場づくりを進めました。

このように小川工場では、これまでにない

新しい取り組みをおこない、その成果やノ

ウハウを、既存の国内外の工場に積極的

に応用展開させていくことが、今後の責務

だと認識しています。生産工場のあるべ

き姿として、これからも着実な進歩をとげ

ていきたいと考えています。

「循環型環境トップランナー」の工場をめざして

Hondaは、環境保全活動を企業活動の最重要テーマの1つとして位置づけ、環境負荷低減活動を展開、限りある資源を有効活用するた

めに、生産領域ではグリーンファクトリー計画を展開しています。この実現に向け、2009年秋に稼働を開始した埼玉製作所小川工場では、

「循環型環境トップランナー工場をめざし、地域が誇れる企業を実現する」という方針のもと建設計画が進められました。工場の建設にあ

たっては3つのコンセプトをかかげ、さらに環境への配慮を最優先にし、LCAの考え方を取り入れ、Hondaとして

初めてとなる「解体時配慮型建物」を実現しました。小川工場では、今後もさらなる省エネルギーと廃棄物の発生

抑制に積極的に取り組み、環境に配慮した生産活動はもとより、環境保全や地域社会との共生を進め、世界中の

Hondaに展開することで循環型社会の実現をめざしていきます。

埼玉製作所 エンジン工場長
渡利 潤

地域との共生をめざす環境にやさしい工場へ

　新たな取り組みにより、
　省資源・省エネルギーを実現

小川工場では、生産分野における資源効

率や環境効率を追求し、エンジン生産1台

あたりのエネルギー使用量の徹底的な削

減を進めています。

たとえば、エンジンを生産する際には、ア

ルミを溶かして鋳造機の金型に高い圧力

で流し込みます。従来はこの鋳造における

すべての動作を1つの大きな動力源でま

かなってきました。これを動作ごとに動力

源を小分けにすることで、必要な部分のみ

で効率的なエネルギーの使用が可能とな

り、従来の鋳造機に比べて、約50パーセ

ントの電力消費量削減を実現しました。

生産分野以外では、自然の力を積極的に

活用し外部から自然光を積極的に取り入

れています。照明電力の削減のため、工

場の屋根に天窓、壁面の上部に窓を設置

することで、日射熱を軽減しながら明るさ

を確保しています。また、空調も省エネル

ギー化に努めています。溶けたアルミから

エンジンの形をつくる鋳造区や、エンジン

作業域に合わせ高さを効果的に空調する吹き出し口

ガラスに囲まれ明るく開放的な小川工場のエントランス。床材は敷地内の樹木を再利用
しています。
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を高精度にけずったり、穴をあけたりする

加工区では、作業領域のみを効果的に空

調する置換空調方式を採用することで、空

調エネルギーを大幅に削減しています。

　環境管理システムで
　工場内を「見える化」

これまでは、部門ごとの省エネルギー効

果が数値化できない場合がありましたが、

小川工場では、全工程でエネルギー消費

量を管理できる中央管制システムを構築。

これにより、部門ごとのエネルギー消費量

を「見える化」することができました。それ

をもとにさまざまな視点で解析をおこな

い、PDCAサイクル（Plan（計画）、Do（実

行）、Check（検証）、Action（改善）の一

連のサイクル）を活用することで、エネル

ギーの継続的な削減を進めていきます。

また、部門ごとの廃棄物の種類と量を管

理するための、廃棄物情報の「見える化」

も進めています。通常の業務で分別を徹

底したうえで、種類別・部門別に計量がで

きる廃棄物管理システムを構築。分別手

順にしたがって、工場内の分別箱に分別さ

れた廃棄物は、計量時に排出部署別の廃

棄物品名、排出重量の情報が廃棄物情報

管理サーバーに送られます。廃棄物の詳

細な情報をもとに発生履歴を分析・検討す

ることで、廃棄物の適正処理化、発生量抑

制に役立てていきます。

　地域に誇れる工場づくりをめざして

小川工場がめざすのは、“地域や子どもた

ちに美しい地球環境（青い空）を残す”こ

とを目的とする、究極の「循環型環境トッ

プランナー」工場です。工場北側にはゲン

ジボタルの生息する湿地帯があるため、

周辺環境に配慮し既存の里山を残しなが

ら建設工事を実施しました。工事にとも

なって伐採された樹木は、床のフローリン

グ材、防塵、除草、保水のための植栽地盤

用の木質チップなどに形を変えて、合計約

2,000本がリサイクル利用されています。

2009年4月には、地元小川町の小学校6

校と中学校4校から児童や生徒約50名を

招き、周辺の里山に見られる在来種の苗

木の植樹会を実施、次世代をになう子ど

もたちとともに環境との共生に取り組んで

います。

また、実験的に薄膜太陽電池と雨水を利

用した屋上緑化を実施しています。太陽

光で発電した電気は、屋根から地下水槽に

貯留された雨水のくみ上げに使われ、屋

上の芝の自動散水に再利用するなど自然

循環型となっています。このしくみは見学

できるようになっており、将来的に子ども

たちの環境学習に活用していく予定です。

エネルギー消費量を管理システムでモニタリング

屋上緑化と太陽電池

近代的な工場が
自然と共生できる町

埼玉県比企郡小川町
町長 笠原 喜平様

町長
インタビュー

小川町ではゲンジボタルをはじめ、動物約

2,900種、植物約1,350種の生息が確認されて

います。それだけ生物の多様性に富んだ、自然

環境に優れた町です。2004年12月に環境保全

条例を制定するなど、これまで町全体で環境問

題に力を入れて取り組んできました。

Hondaさんは環境にも気をつかっている、地域

を大事にするという話を聞いていましたが、一昨

年アメリカのグリーンズバーグにあるHondaさ

んの工場を視察した際には、まさにそのとおりだ

と思いました。実際、小川町にHondaさんがお

いでいただくときに、Hondaさんなら環境問題

は心配ないという地域住民からの声も多く、受

け入れの雰囲気はよかったです。

建設中は騒音などの心配をしておりました。しか

し、鹿島建設さんがHondaさんと協力して、毎

月発行していただいた工事新聞の記事によって

コミュニケーションが深まり、苦情もまったくあ

りませんでした。

地域や環境に配慮した工場ですので、将来的に

は小川工場の環境への取り組みについて、子ど

もたちの学習の材料として使わせていただくこ

とも検討していきます。今後は、Hondaさんと

ともに優れた自然環境と超近代的な工場が共

生できる、そういう町づくりをしたいと考えてい

ます。

鹿島建設（株）様が発行した「工事新聞」
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リサイクル率向上への取り組み

　内外装のリサイクル率向上が
　ポイントでした

建物の解体までを含めた環境負荷の低減

をテーマに取り入れた「解体時配慮型建

物」が、現在、住宅を中心に増えつつあり

ます。

建設にさきだち、日本設計さんと廃棄物

削減に向けリサイクルに関する勉強会を

重ねるなかで、長い年月使用する恒久的

な建物への「解体時配慮型建物」という考

え方の導入を模索していました。このコン

セプトに対して、循環型の工場づくりを進

めているHondaさんと意見が一致し、プ

ロジェクトがはじまりました。

建設にあたっての目標は、解体時に発生す

る工場自体の建材のリサイクル率を100

パーセントに近づけることでした。

建築物は、その骨組みにあたる構造体と、

それ以外の内外装などに大別されます。

構造体の中心となるコンクリート、鉄製の

建設資材はすでに建設業界全体で高いリ

サイクル率を達成しています。そこで今

回注目したのは、構造体以外の内外装で

す。これらのリサイクル率は通常50から

60パーセントといわれていますが、これを

100パーセントに近づけることが、今回の

プロジェクトのポイントとなりました。

内外装のリサイクル率の向上は、2つの視

点をもとに進めました。まずは、リサイク

ル可能な建材を選ぶことが重要です。施

工の立場からリサイクル可能か検証したう

えで、Hondaさんと日本設計さんととも

に使用建材を選定していきました。次に、

解体時におけるリサイクル可能な状態で

建材を分別できる取り付け方をすること

です。たとえば、天井材には屋内の音を

吸収する、岩綿吸音板という板がよく使わ

れています。一般的に、この板は接着剤

で固定することで取り付けるのですが、接

着剤の使用により分別リサイクルが難しく

なってしまいます。そこで今回は、金属ね

じで板を取り付けることによって、解体時

に天井材すべてをリサイクルできるよう工

夫しました。解体時にはねじ（金属）と板

に分別できるわけです。このような工夫を

ほとんどすべての内外装で検討して造り

込みました。

　100パーセントのリサイクル率を
　めざすために

こうした建材のリサイクル率向上への取り

組みに加えて、施工中の廃棄物削減にも

注力して工事を進めました。それには工事

現場全体の協力が欠かせません。ピーク

時に500人を超えた全作業員の意識改革

や、現場風土の醸成が必要で、教育制度

を工夫したり、毎朝の朝礼において、現場

内の廃棄物の分別講習を実施したり、そ

のルールの徹底を図りました。また、作業

員の監督的立場である職長会が、あると

きからは自主的に工事現場内の分別状況

を巡回点検するなど、高い意識づけがで

き大きな成果がありました。

この工場は、改修・解体時の排出建材のリ

サイクル率が、重量換算で98パーセント

以上を達成することができました。今後

100パーセントのリサイクル率をめざすた

めには、リサイクル可能な建材の開発や、

回収から処理、流通までを含めたリサイク

ルルートの確立など、建築主・設計者・施

工者のほか、建設関係産業全体が考えて

いくべき課題があると考えています。今後

もつねにそうした課題を念頭におき、建設

プロジェクトにたずさわっていきたいと思

います。

施工ならではの取り組みで
建物をリサイクル

建設にかかわった方の声

鹿島建設（株）
建築管理本部 建築工務部　
沼尻 昭様（右）
東京建築支店 生産計画部 
昇 隆章様（左）

「敷地内の木を再利用した床材」の説明パネル

ゼロエミッション※効果のイメージ

解体時

従来のゼロエミッション

運用・解体まで考慮した
ゼロエミッション

0 20 40 60 80 100（％）

98％以上のリサイクル率

■ 建設時リサイクル
■ 建築時廃棄
■ 改修時リサイクル
■ 改修時廃棄
■ 解体時リサイクル
■ 解体時廃棄

建設時 改修時 リサイクル分 廃棄分

※廃棄物や環境負荷物質を
　限りなくゼロに近づけることを示します

　 T O P I C S

2009年10月「平成21年度リデュー

ス・リユース・リサイクル推進功労者

等表彰」（リデュース・リユース・リサイ

クル推進協議会主催）において、（株）

日本設計様、鹿島建設（株）様ととも

に「国土交通大臣賞」を受賞しました。

今回の受賞は、工場の設計・施工・操

業・解体という各段階における環境

影響の低減が評価された結果です。

特に、もっとも環境負荷の大きい解

体時の廃棄物について、大幅に削減・

リサイクル性の向上が図られた優秀

な事例として、三者共同受賞となり

ました。

三者を代表して、Hondaの塩崎寄居小川プロジェクト
シニア・プロジェクト・マネージャーが受彰しました。

「平成21年度リデュース・
リユース・リサイクル
推進功労者等表彰」において
「国土交通大臣賞」を受賞
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