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●横浜型地域貢献企業【最上位】認定● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１世紀のリサイクル事業は自治体事業と民間事業の中間事業として考え、    

公公公公(Official)(Official)(Official)(Official)と私私私私(Private)(Private)(Private)(Private)の良いところを生かして、半公共的な立場から行政支援・市

民支援をめざしています。 

リサイクル事業を環境産業との認識を持ち、 

「循環型都市づくり」への参加を目標に 

共共共共(Public)(Public)(Public)(Public)と言う基本概念を導入しました。 

 

 

 

 

 

 

官公需適格組合・ＩＳＯ１４００１認証取得 

横浜市資源リサイクル事業協同組合 

通称：リサイクルデザイン 

こんにちは 

私の名前は「りくみ」です。 

リサイクルデザインのイメージキャラクタ

ー 

として、活動しています。 

平成２１年度のリサイクルデザインの活動

を 

 

 

 

 

 

 

私 横浜市民・市内企業 (Private) 公 横浜市（自治体） (Official) 
共 リサイクルデザイン (Public) 

 
私私私私たちたちたちたち横浜市資源横浜市資源横浜市資源横浜市資源リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル事業協同組合事業協同組合事業協同組合事業協同組合（（（（通称通称通称通称：：：：リサリサリサリサイクルデザインイクルデザインイクルデザインイクルデザイン））））はははは、、、、横浜市横浜市横浜市横浜市内内内内ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル業者業者業者業者（（（（古紙古紙古紙古紙、、、、金属金属金属金属、、、、びんびんびんびん、、、、故繊維故繊維故繊維故繊維））））がががが集集集集いいいい、、、、「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会」」」」ををををめざしてめざしてめざしてめざして活動活動活動活動しているしているしているしている団体団体団体団体ですですですです。。。。    わたしたちはわたしたちはわたしたちはわたしたちは、、、、それぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれがリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルののののプロプロプロプロですですですです。。。。個個個個々々々々のののの持持持持てるてるてるてる力力力力をををを最大限発揮最大限発揮最大限発揮最大限発揮しししし、、、、一一一一致団致団致団致団結結結結してしてしてして『『『『環境行動都市環境行動都市環境行動都市環境行動都市』』』』横浜横浜横浜横浜のののの推進推進推進推進にににに臨臨臨臨んでいきたんでいきたんでいきたんでいきたいといといといと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

私たちリサイクルデザインは、横浜市の推進する「横浜Ｇ３０プランの達成」と、横浜市の「環境行動都市への実現」に向かって活動しております。 
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２つの円形は血管を表しています。 右の赤い円形が動脈、左のにじんだ円形が静脈。 私たちは、産業全体の中の静脈部分を扱っていますが、静脈の正常化だけでなく、動脈の正常化も同時に目指していきたいと考えます。 リサイクルデザインのロゴマーク 



3/3 

「りくみビジョン２０２０」の構成 

 ②りくみブランドの確立  
「リサイクルデザインタウン」の構築 

③公共サービスの 担い手としての 役割と機能の強化 
①社会的企業・業界への脱皮 

１１１１．ＣＳＲ．ＣＳＲ．ＣＳＲ．ＣＳＲ戦略戦略戦略戦略ビジョンビジョンビジョンビジョン「「「「りくみりくみりくみりくみビジョンビジョンビジョンビジョン２０２０２０２０２０２０２０２０」」」」 
 

 

私達は、社会的課題に取り組むリサイクル業界のトップランナーをめざします。

ＣＳＲ戦略ビジョン「りくみビジョン２０２０」を掲げ、「リサイクルデザイン

タウン」の構築に向けて、新たな社会貢献ビジネスを展開してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ＣＳＲの概念●   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●リサイクルデザインタウンリサイクルデザインタウンリサイクルデザインタウンリサイクルデザインタウンとはとはとはとは？？？？    リサイクル業界は、市民や自治体からリサイクルの担い手として期待されており、社会的な使命は大きくなっております。循環型社会を支える基幹的な産業として、将来を見据えた発展をしていかなければなりません。  「リサイクルデザインタウン」とは、循環型社会に向けた社会の変革をふまえ、社会的企業としての組合・リサイクル業界が提案・行動し、市民や事業者、行政と連携・協力し合って循環型社会を担っていく 地域社会の姿をイメージしたものです。 

●●●●「「「「りくみりくみりくみりくみビジョンビジョンビジョンビジョン２０２０２０２０２０２０２０２０」」」」とはとはとはとは？？？？    循環型社会に向けた社会の変革をふまえ、社会的企業としての組合・リサイクル業界が中心となり、市民や事業者、行政と連携・協力し合って循環型社会を担っていく地域社会の姿を「リサイクルデザインタウン」と名付け、将来ビジョンとして掲げます。 「リサイクルデザインタウン」の実現のためには、ＣＳＲ（企業の社会的責任）を経営上の最も重要な戦略として位置付け、社会的企業・業界への脱皮が必要となります。（戦略的ＣＳＲ活動） そのためには「りくみブランド」を確立し市民に選ばれる企業・業界となること、公共サービスを提供する社会貢献ビジネスとして、循環型社会をめざす行政や市民、事業者の多様なニーズに対応できる仕組みや体制の整備を図ることを目指します。 

・認定制度 ・企業情報の公開 ・内部管理の強化 ・組合員行動基準策定 
・リサイクルデザインフォーラム ・出前講師 等 事業領域内での取組 事業領域外での取組 ・りくみモデルの集団回収 ・りくみセンターリサイクル等 

企業倫理・法令遵守

戦略的ＣＳＲ活動 

社会貢献活動 社会貢献ビジネス 
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２２２２．．．．当組合当組合当組合当組合    環境方針環境方針環境方針環境方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念基本理念基本理念基本理念    ‐持続可能な循環型社会（リサイクルデザインタウン）をめざして‐ 日本はかつて、非常にリサイクルがうまくいっていました。言うなれば、循環型社会が確立した環境にやさしい国でした。 しかし、高度経済成長への政策転換を機に消費は美徳と謳い「大量生産・大量消費」型のライフスタイルを持て囃し、その結果として今日の「大量廃棄」という社会構造を生み出し、さまざまな環境問題を引き起こしています。これは単に大量廃棄の行き先を大量リサイクルに変えるのでは解決できません。どうすれば社会の構造を「持続可能な循環型社会（リサイクルデザインタウン）」に作り直すことができるかが、これからの社会づくりには必要なのです。 リサイクルデザインタウン（持続性のある循環型社会）をめざすためには、市民の皆さまとの協力が必要不可欠です。月刊リサイクルデザインの発行や出前講師、リサイクルデザインフォーラム（子ども環境会議＆環境絵日記）などの地域に根ざした形での活動を積極的に取り組み、市民の皆さまにリサイクルの本質を理解していただき、一緒になってリサイクルデザインタウン（循環型都市よこはま）づくりを考えていきます。 リサイクル産業にも大企業がつぎつぎに参入するようになりました。私たち横浜市資源リサイクル事業協同組合は個々がリサイクルのプロです。それぞれが持てる力を最大限発揮し、一致団結して臨んでいきます。 リサイクルデザインタウン（持続可能な循環型社会）とは、人類が自然界と共生し、安心して暮らせる豊かな地球環境を次の世代へ引き継ぐまちづくりから生まれるのです。これからも、横浜市民の皆さまとリサイクルの輪を広げ、リサイクルデザインタウン（持続可能な循環型社会）を目指し、具体的な行動を起こしてまいります。 
 

基本方針基本方針基本方針基本方針 １．リサイクルデザインタウン（循環型都市よこはま）の実現に向けて、組合員及び職員一人ひとりが環境配慮の行動を実践します。このため、全組合員及び職員が参加できる分かりやすい仕組みづくりを行うとともに、積極的な人材育成を行い、一人ひとりが環境保全の役割を果たします。  
 ２．関連する環境の法令、条例、規則、協定その他の同意事項を遵守し、環境汚染の予防に努めます。 
 ３．環境への負荷低減はもとより、我々の本来業務である環境保全・創造のための取り組みを、目標を掲げて、積極的・継続的に推進します。 
 ４．事業活動に伴う環境への負荷を低減するため、グリーン購入、省資源・省エネルギー活動を推進します。 
 ５．環境保全・創造のための取り組みを増加させるために、環境方針や取り組み結果を市民に公表し、本来業務及び環境マネジメントシステムを継続して改善するように努めます。 
 平成２１年９月１５日 横浜市資源リサイクル事業協同組合代表理事 髙田 哲二3.2 環境方針の公開方法 環境方針は、横浜市資源リサイクル事業協同組合のホームページに掲示し、市民に広報する。 

平成１９年３月２９日 ＩＳＯ１４００１認証取得 
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３３３３．．．．社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動 
 

 

３―①「月刊リサイクルデザイン」の発行 

市民のみなさんにお配りしている無料のリサイクル 

情報誌「月刊リサイクルデザイン」は、平成２２年３月 

の№１８６の発行部数が８５，０００部となりました。 

１年間で、読者が７，０００名も増えました。 

愛読者が増えたことにより、毎月少しずつではありま 

すが、内容に関しての問い合わせや活動に対する応援等、 

皆さまからの電話やＦＡＸ・メールなどでの様々な反響 

を、年間を通じて頂いております。 

今年度の特集は、転入者の多い年度初めと半期に合わせて「分別の勘違い・

ギモンに迫る！」を掲載したほか、「徹底追跡シリーズ」によって、それぞれ

の資源物のリサイクルについて詳しくお伝えする事に取り組みました。 

皆さまから頂きましたご意見は、これからのリサイクルデザインの活動に、

今後も反映させていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

  
月刊リサイクルデザイン１年間の特集（平成２１年度） 

№175：分別の勘違い・ギモンに迫る！（２００９年春版） 

№176：徹底追跡シリーズ 第１弾「古布のリユース リサイクル」 

№177：知ってるつもりの環境用語 

№178：徹底追跡シリーズ 第２弾「ペットボトルのリサイクル」 

№179：知ってるつもりの環境用語 第２弾 

№180：徹底追跡シリーズ 第３弾「プラスチック製容器包装のリサイクル」 

№181：分別の勘違い・ギモンに迫る！（２００９年秋版） 

№182：徹底追跡シリーズ 第４弾「段ボールと紙パックのリサイクル」 

№183：リサイクルデザインフォーラム２００９「未来をつくるリサイクル」 

№184：知ってるつもりの環境用語 第３弾 

№185：徹底追跡シリーズ 第５弾「缶のリサイクル」 

№186：徹底追跡シリーズ 第６弾「びんのリサイクル」 
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３―②「リサイクルデザインサポーター」制度・読者モニターの募集・ 

「リサイクルポート山ノ内 サタデー見学会」の実施 
    

１１１１））））リサイクルデザインサポーターリサイクルデザインサポーターリサイクルデザインサポーターリサイクルデザインサポーター制度制度制度制度    

当組合の活動をご理解･ご支援頂ける横浜市民（個人及び団体）を対象に、市民

協力会員として「リサイクルデザインサポーター」を募集している。会員には、組合催

事のご案内や、情報誌「月刊リサイクルデザイン」の送付等を行っている。 

  ●リサイクルデザインサポーター 

平成２１年３月登録数 ５２１ 会員数２５，３９２名 

平成２２年３月登録数 ５７４ 会員数３４，１０６名 

 

２２２２））））月刊月刊月刊月刊リサイクルデザインリサイクルデザインリサイクルデザインリサイクルデザイン読者読者読者読者モニターモニターモニターモニターのののの募集募集募集募集・・・・アンケートアンケートアンケートアンケートのののの実施実施実施実施    

今年度は月刊リサイクルデザインの誌面をより充実させるため、モニターを№１７５

で募集し毎月アンケートを行った。（ＦＡＸ１２人／Ｅメール１８人） 

・平均年齢４５．６歳／最低年齢１６歳／最高年齢７８歳 

・男女比＝４：２６ 

・平均返信率 ９４％（全１２回返信者２３名） 

 

３３３３））））「「「「リサイクルポートリサイクルポートリサイクルポートリサイクルポート山山山山ノノノノ内内内内    サタデーサタデーサタデーサタデー見学会見学会見学会見学会」」」」のののの開催開催開催開催    

リサイクルポート山ノ内見学会や出前講師に参加するには人数が揃わないという

少人数者を対象として８月の第１、第２、第４土曜日に行い、分別の重要性や資源

物の行方などを広報することができた。 

●日 程：平成２１年８月１日（土）～平成２１年８月２２日（土）計３回 

●参加者： ８／ １：２０名（大人１０名 高校生１名 小学生９名） 

８／ ８：１８名（大人８名 中学生１名 小学生６名 幼児２名） 

８／２２：２８名（大人２０名 中学生１名 小学生７名） 

 

３―③移動リサイクル教室「出前講師」 

日々現場で働いているリサイクル業者（リサイクルデザイナー）がお話にう

かがう「移動リサイクル教室『出前講師』」は、横浜市内の小・中学校・町内

会や自治会など、６０の団体にうかがい、 

のべ５，４６４名の方々にお話をしました。 

「出前講師」の様子は当組合ホームページ 

に「出前講師日記」として掲載しています。 

 

8,7148,7148,7148,714 名名名名    増加増加増加増加    
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３―④「環境絵日記」の募集 

毎年夏休みに市内の小学生に参加して頂いている「環境絵日記」は１０年目

を迎えました。応募作品は過去最高の１０，３１６作品が集まりました（昨年

度：９，５４８作品）。今年は、低学年は「あっ！もったいない ３Ｒでつく

ろう横浜」、高学年は「みんなでつくろうエコタウン」のテーマで募集しまし

た。ご応募ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※１５年の来場者数は「市民投票」及び「子ども環境会議・環境絵日記発表会表彰式」の合計 
 

●「環境絵日記」とは・・・ 

絵（視覚的）と文の組合せで、子どもたちが環境問題に対して考えてい

ることを自由に表現する絵日記です（当組合登録商標／平成２１年７月１

０日登録）。  

 

３－⑤ 「リサイクルデザインフォーラム」の開催 
●●●●催事名催事名催事名催事名：：：：リサイクルデザインフォーラムリサイクルデザインフォーラムリサイクルデザインフォーラムリサイクルデザインフォーラム２００９２００９２００９２００９    

「「「「未来未来未来未来をつくるをつくるをつくるをつくるリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル」」」」    

●●●●開催日開催日開催日開催日：：：：平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１０１０１０１０月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（日日日日）））） 

●●●●開催場所開催場所開催場所開催場所：：：：横浜港横浜港横浜港横浜港    大大大大さんさんさんさん橋橋橋橋ホールホールホールホール    

●●●●来場者数来場者数来場者数来場者数：：：：４４４４，，，，５０８５０８５０８５０８名名名名 
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●●●●イベントイベントイベントイベント内容内容内容内容：：：：会場内会場内会場内会場内ののののステージエリアステージエリアステージエリアステージエリア・・・・イベントエリアイベントエリアイベントエリアイベントエリアではではではでは、「、「、「、「未来未来未来未来をををを

つくるつくるつくるつくるリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル」」」」ををををテーマテーマテーマテーマにににに、、、、今後始今後始今後始今後始まるであろうまるであろうまるであろうまるであろう新新新新しいしいしいしいリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルをををを

「「「「見見見見るるるる、、、、聞聞聞聞くくくく、、、、体験体験体験体験するするするする」」」」ことをことをことをことを通通通通してわかりやすくしてわかりやすくしてわかりやすくしてわかりやすく伝伝伝伝ええええ、、、、未来未来未来未来ののののリサイリサイリサイリサイ

クルクルクルクルをををを考考考考えてもらうことをえてもらうことをえてもらうことをえてもらうことをコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトにににに様様様様々々々々なななな企画企画企画企画をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。    

《ステージエリア》 

ステージエリアでは、『「環境絵日記」優秀特別賞 発表会・表彰式』、「３Ｒ

環境教室 親子ミニエコスクール」、子ども環境会議の３つを開催しました。 

 

【「【「【「【「環環環環境絵日記境絵日記境絵日記境絵日記」」」」優秀特別賞優秀特別賞優秀特別賞優秀特別賞    発表会発表会発表会発表会・・・・表彰式表彰式表彰式表彰式】】】】    

１０，３１６作品という、過去最多の応募を頂いた「環境絵日記」の中から、

優秀特別賞９作品を決定、学校賞２校とともに 

表彰式を行いました。 

当日は、リサイクルデザイン賞６０６作品を 

会場内に展示させて頂きました。 

また、表彰式には横浜市会議長もプレゼンター 

としてご出席頂きました。 

 

【【【【３３３３ＲＲＲＲ環境教室環境教室環境教室環境教室    親子親子親子親子ミニエコスクールミニエコスクールミニエコスクールミニエコスクール】】】】    

「３Ｒ環境教室 親子ミニエコスクール」と題し、以下の３部構成で実施し

ました。 

・移動リサイクル教室 出前講師【合言葉は「もったいない」♪】 

・「使われなくなった携帯電話おじさんのリサイクルへの旅」 

（神奈川県廃棄物対策課様の講演） 

・Ｇ３０版 資源とごみの分別体験【これで君も分別の達人！】 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【子子子子どもどもどもども環境会議環境会議環境会議環境会議】】】】    

今年は「未来のリサイクル・未来のヨコハマ」と題し、実行委員長の大内の

進行により、「環境絵日記」優秀特別賞受賞者 

の皆さんとともに開催しました。会議では、 

「環境絵日記」を書く際のエピソードを始め、 

環境のために暮らしの中で工夫していること 

などについて話し合うことが出来ました。 
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《会場イベントエリア》 

今年は、学生ボランティア発案の企画 

を中心にイベントを展開しました。 

ハマベジカフェでは、横浜市内の５軒 

のお店が、環境にやさしい“エコ弁当” 

（数量限定・横浜野菜を使用）を販売、 

大盛況のうちに完売しました。また、ハマベジクッキング（「エコふりかけ」の

試食）、ゴールドラッシュ！？（携帯電話のリサイクル）、すきすき♡紙すき（紙

すき体験）、天ぷら油発電所（廃食油のリサイクル）など、今後の取り組まれる

リサイクルについて展開し、たくさんの子どもたちと保護者の皆さんが参加さ

れました。 

その他のエリアでは、工作体験、「環境絵日記」展示、希望の葉っぱ・塗り絵

等のコーナー、横浜環境ポイント交換センター、リサイクルデザインブース等

を設置しました。協賛企業コーナーでは、丸富製紙㈱様・㈱大川印刷様・太陽

油脂㈱様の他、今年も「スリーエフ フォーラム店」が出展しました。 

 

３－⑥ 「学校等アルミ缶もったいないプロジェクト」    

学校等からのアルミ缶回収事業では、 

今年度はのべ７１回の回収を実施し、 

１８台の車椅子を届けることが出来ま 

した。また、当事業に積極的に参加し、 

地域への車椅子寄贈を続けている市立 

東台小学校に対して、感謝状と記念品 

を贈呈しました。 

 

３－⑦イベントへの出展など 
市内で行われたイベントに出展し、リサイクルについての理解を深めて頂きました。 

●出展内容：「資源とごみの分別体験 ～Ｇ３０版～」、月刊リサイクルデザイン配布、

再生品・りくみちゃんグッズ販売など 

●「りくみちゃん」をデザインした車で町中を走り、出前講師に出かけることで、『もっ

たいない』というメッセージを多くの人に伝えていきたいと思います。     
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４４４４．．．．回収事業回収事業回収事業回収事業、、、、再生製品開発再生製品開発再生製品開発再生製品開発・・・・販売事業販売事業販売事業販売事業 
 

 

４ー①「よこはま市民の回収」の取り組み（毎週定曜日回収方式） 

平成１５年度からおこなわれている、ＮＰＯ法人 横浜市集団回収推進部会による

「よこはま市民の回収」（旧名称：「紙の日」回収）は、 

・平成２２年３月から始まった地域を含めて、市内１９６の地域でおこなわれています。 

・横浜市内の約１２．８％、２０３，１２２世帯が参加しています。 

（H22.4.1現在、横浜市総世帯数1,582,149） 

・平成２１年度の回収量合計は２４，１９３，９１０㎏でした。 

・平成２２年３月は、世帯あたり約１１．５㎏が回収されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「よこはま市民の回収」

は 

このステッカーと 

 

「
よ

こ
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市
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４―②古紙回収事業（資源集団回収・オフィス共同回収） 

１１１１））））家家家家庭庭庭庭からからからから出出出出るるるる古紙古紙古紙古紙ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル（（（（資源集団回収資源集団回収資源集団回収資源集団回収））））    

リサイクルデザインに参加しているリサイクル業者のほとんどが地域の資源集団回収

に携わっています。横浜市内の資源集団回収は、１年間（平成２０年）で１７５，６４０トン

の新聞・雑誌・段ボール・紙パックなど家庭から出る古紙がリサイクルされました。 

 

資源集団回収資源集団回収資源集団回収資源集団回収    回収実績回収実績回収実績回収実績（（（（単位単位単位単位：：：：トントントントン））））    

    古紙回収量古紙回収量古紙回収量古紙回収量    

ＨＨＨＨ１１１１９９９９年年年年１１１１～～～～１２１２１２１２月月月月    １７９１７９１７９１７９，，，，３２７３２７３２７３２７    

ＨＨＨＨ２０２０２０２０年年年年１１１１～～～～１２１２１２１２月月月月    １７１７１７１７５５５５，，，，６４０６４０６４０６４０    

横浜市資源循環局ＨＰより       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２））））オフィスオフィスオフィスオフィスかかかからららら出出出出るるるる古紙古紙古紙古紙ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル    

リサイクルデザインでは、横浜市内のオフィス古紙 

 のリサイクルを、様々な方法で共同回収しリサイクル 

をしています。 

●「横浜資源化協議会」の運営および回収 

●県機関のオフィス古紙共同回収 

●工業団地の古紙共同回収 など 

 

  

１年間で集めた紙の量は全部で１７５，６４０トンです！ 

これは立木（直径１４センチ長さ８メートル）に換算するとなん

と！？ 

３，５１２，８００本分に相当します！！ 

（立木１本から５０㎏のパルプができたとして計算） 

取取取取りりりり組組組組みみみみ結果例結果例結果例結果例----「「「「よこはまよこはまよこはまよこはま市民市民市民市民のののの回収回収回収回収」」」」古紙回収量古紙回収量古紙回収量古紙回収量    

平成２１年度の古紙回収量合計は、約２．３万ｔでした。古紙１ｔ＝

立木２０本」と換算しますと、立木約４６万本分の古紙が１年間で回収

できたことになります。 

日本の平均的な森林は１２００本／１haなので、４６万本は約３８３

ha の森林に相当します。３８３ha は、横浜市西区横浜市西区横浜市西区横浜市西区（（（（約約約約７０４７０４７０４７０４hahahaha））））のののの約約約約

半分半分半分半分、横浜横浜横浜横浜スタジアムスタジアムスタジアムスタジアムの約約約約１４６１４６１４６１４６個分個分個分個分の広さになります。 
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５５５５．．．．資源化資源化資源化資源化センターセンターセンターセンター事業事業事業事業（（（（受託事業受託事業受託事業受託事業）））） 

６６６６．．．．リサイクルポートリサイクルポートリサイクルポートリサイクルポート山山山山ノノノノ内内内内 

４－③再生製品開発・販売事業 
リサイクルデザインは横浜市で回収しリサイクルした再生品も販売しています     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内で毎週定曜日回収される缶・びん・ペットボトルの選別施設「資源選別

センター」にて行う選別作業を、平成５年４月より継続的に受託しています。 

●●●●平成平成平成平成２１２１２１２１年度受託実績年度受託実績年度受託実績年度受託実績    

緑資源選別緑資源選別緑資源選別緑資源選別センターセンターセンターセンター・・・・戸塚資源選別戸塚資源選別戸塚資源選別戸塚資源選別センターセンターセンターセンター・・・・鶴見資源化鶴見資源化鶴見資源化鶴見資源化センターセンターセンターセンター      
 

リサイクルデザインでは「リサイクルポート山ノ内」を運営し、国際的なリサイクルの

「環」を創造し、アジア全体での環境にやさしい取り組みをめざしています。 

平成１７年４月からは「資源の行方と循環型社会についての講習会」＋施設見学の

受け入れを開始しました。平成２１年度は６４団体・１，７０７名の方が来場されました。 

講習内容：ごみ・資源物の現状、Ｇ３０版分別体験、リサイクルの国際化、３Ｒなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市内のオフィスから回収 した古紙に、牛乳パックを ３０％以上配合した トイレットペーパー 横浜市内で集めた古紙でつくった古紙 100％の 再生コピー用紙 牛乳パック １００％再利用 紙ひも 「小結くん」 牛乳パック １００％再利用 ボックスティッシュ 
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７７７７．．．．そのそのそのその他他他他 
  
７－①「ＩＳＯ１４００１」認証取得 

リサイクルデザインでは、「循環型都市よこはま」の 

実現を目指し、さまざまな環境保全・創造の取り組みを 

行ってきました。これを持続的に行うために、環境マネ 

ジメントシステムを取り入れ、継続して改善するように 

努めてきました。これら取り組みが、平成１９年３月 

２９日にＩＳＯ１４００１の認証取得として認められ、 

平成２１年度も継続的に取り組んできました。 

 

７－②「横浜型地域貢献企業」【最上位】認定 

この制度は、「信頼」と「ネットワーク」で結ばれる豊かな市民生活の実現を

目標に、本業・その他の活動を通じ、地域貢献の視点で雇用や環境などの事業

活動に取り組んでいる企業や事業体を、一定の基準（地域志向ＣＳＲマネジメ

ント・システム規格）のもとに認定し、 

その成長・発展を支援するものです。 

現在９４社（団体）が（財）横浜企業 

経営支援財団より認定を受けており、 

リサイクルデザインは、平成１９年度に 

最上位認定を受けました 

(平成２０年４月１７日交付)。 

 

７－③「第１１回グリーン購入大賞」受賞 

『第１１回グリーン購入大賞』（グリーン購入ネットワーク）に応募し、「民間

団体・学校部門」の「大賞」を受賞しました。 ◎◎◎◎『「『「『「『「読読読読むむむむ・・・・描描描描くくくく・・・・体験体験体験体験するするするする」」」」のののの３３３３つつつつ活動活動活動活動ででででリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルををををデザインデザインデザインデザインするするするする』』』』ををををテーマテーマテーマテーマにににに応募応募応募応募    ・読む＝「月刊リサイクルデザイン」発行 ・描く＝「環境絵日記」実施 ・体験する＝資源とごみの分別体験実施 （移動リサイクル教室 出前講師、 リサイクルポート山ノ内施設見学会） の３つの３Ｒ普及活動が相乗効果となり、グリーン コンシューマー（古くて新しい価値観を持つ消費者） 創出を目指していると評価されました。 

●平成２１年１１月８日（日） 表彰式（会場：札幌プリンスホテル） 
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７－④「横浜グリーン購入ネットワーク事務局」 

平成２１年６月１２日（金）に「横浜グリーン購入ネットワーク」が設立され、

第１期の幹事及び事務局に当組合が就任しました。 

活動１．企業見学会・交流会 

 ●第１回：平成２１年１０月１日（木）第１回ＹＧＰＮ会員企業向け見学会

を、「環境車検」のサンオータス株式会社にて開催。 

 ●第２回：平成２１年１２月８日（火）第２回ＹＧＰＮ会員企業向け見学会

を、「国際リサイクル施設リサイクルポート山ノ内」の横浜市資源

リサイクル事業協同組合にて開催。 

活動２．グリーン購入ネットワーク本部事業 

 ●グリーン購入セミナー in 横浜を平成２２年１月２６日（火）に開催。 

グリーン購入大賞の事例報告として、横浜市資源リサイクル事業協同組合

「読む・描く・体験するの３つの活動でリサイクルをデザインする」を発表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●横浜横浜横浜横浜グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入ネットワークネットワークネットワークネットワーク会員数会員数会員数会員数    

企業５２団体、行政８団体、民間団体１４団体 合計：７４団体 

●●●●横浜横浜横浜横浜グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入ネットワークネットワークネットワークネットワーク    基本理念基本理念基本理念基本理念●●●●    

「横浜グリーン購入ネットワークは、地域とのつながりを大切にし、市民と

企業・団体、行政とが一緒になって、環境に配慮した製品・サービスの購入

や提供を推進していくことを目的とする」 
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活動３．消費者セミナー 

  平成２１年度「消費者セミナー」（テーマ：ヒントがいっぱい！すぐに実

践できるエコなお買い物！）を、平成２２年２月１５日（月）に横浜市開港

記念会館９号室で開催 

活動４．「グリーン購入大賞」受賞に伴う横浜市長への表敬訪問 

・訪問日時：２月１９日（金）１１時２０分～４０分  

訪問場所：横浜市役所 

訪問者 ：グリーン購入ネットワーク     会長  中原 秀樹氏 

        横浜市資源リサイクル事業協同組合 理事長 髙田 哲二氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７－⑤「横浜環境ポイント事務局」 

平成２１年３月２４日より「横浜環境ポイント実行委員会」が設立され、実行

委員に宗村副理事長が就任、事務局を当組合が担当しました。 

 

●●●●実施内容実施内容実施内容実施内容    

①平成２１年度の横浜開港１５０周年記念イベント（開国博Ｙ１５０）と連

携して、「横浜環境ポイント」を全市的な実証実験として実施。 

②市民が身近に参加できる展開として、環境イベント「リサイクルデザイン

フォーラム」と連携し、１dayイベントの中での実証実験を行いました。 

受賞内容： 「読む・描く・体験する」の３つの活動で リサイクルをデザインする 「読む」、「描く」、「体験する」の３つの視点での 3R普及啓発活動を行っている。「読む」では、リサイクルの仕組みの解説や環境関連情報を発信するフリーペーパー「月刊リサイクルデザイン」の毎月発行（現在89,000部）を平成6年から、「描く」では小学生から 10,000 作品を超える応募がある「環境絵日記」コンクールの開催を平成 12 年から、「体験する」では年間 100 回以上の市民向け 3R普及啓発講座を平成 16 年から開いている。３つの活動の相乗効果で、「古くて・新しい価値観を持つコンシューマー（グリーンコンシューマー）」の創出をめざしている。 
●●●●横浜環境横浜環境横浜環境横浜環境ポイントポイントポイントポイントとはとはとはとは    

横浜環境ポイントは、電車やバスを利用して移動するなどの環境に配慮

した行動に対して、「ポイント」を発行し、そのポイントを地域のお店での

商品購入やサービスに使用できる仕組みで、環境行動のきっかけづくりや

地域経済の活性化を促進するものです。 

林市長・髙田理事長・中原 GPN 会長 
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横浜市資源リサイクル事業協同組合 〒221-0054 横浜市神奈川区山内町１３番地 Ｔｅｌ ０４５－４４４－２５３１   Ｆａｘ ０４５－４４４－２５３２    Ｅ－ｍａｉｌ mail@recycledesign.or.jp ＨＰ http://www.recycledesign.or.jp/ 
これからもリサイクルデザインを 

応援よろしくお願いします！ 

●●●●リサイクルデザインフォーラムリサイクルデザインフォーラムリサイクルデザインフォーラムリサイクルデザインフォーラム連携連携連携連携のののの総括総括総括総括    

ごみ問題・リサイクルから環境問題を考えるイベント「リサイクルデザインフォ

ーラム２００９」と連携し、イベント会場内にポイント交換センターを設置した。 

電気・ガスの使用量申告（９月・１０月対象）に加え、スタンプラリーの参加者に

ポイントを付与する仕組みを構築したことにより、効果的に参加者を増やすこと

ができた。 

リサイクルデザインフォーラム内での展開ということで、環境に関心のある来

場者が多く、今年度の１日における申し込み者数としては、最大を記録すること

ができた。 

これにより、新規登録者の獲得という点では、イベントとの連携が非常に有効

なものであることが、実証された。     横浜市：「横浜環境ポイント実施報告書より」


