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「体験の機会の場」から
見えた可能性と課題

企業の視点（5年間の実績）
― 核家族や生活スタイルの変化により「生活体験」が不足している中で

「体験の機会の場」は環境教育の手段ではなく目的になった ―

石坂産業株式会社
代表取締役 石坂 典子
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アジェンダ

■ 「体験の機会の場」 ３つのプログラム

・ 三富新田の地域歴史・文化を学ぶ
・ 建設廃棄物の資源循環
・ 美しい雑木林＝里山 生態系サービス

■ 「体験の機会の場」の認定取得は、
卓越した「経営革新」に繋がる

・ 「体験の機会の場」認定取得の5大効果
・ 取得により見えてきた可能性 「成果モデル」
・ 「体験の機会の場」認定 企業の視点での普及の課題
・ 普及に向けての提言 「魅力を高める」
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地域固有の歴史・文化
昔の三富農家の暮らし
おもしろ・アレコレ体験

美しい武蔵野の雑木林
自然と触れ合いを通し自然
の恩恵と畏怖を理解する
世代間の不公平の是正

＜里山荒廃＆生物多様性＞

建設廃棄物の資源化施設
3R＋Respect講義＆見学

MOTTAINI・Circular
Economyを考える

＜地球温暖化防止＆資源循
環型社会＞
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320年前の江戸時代
柳沢吉保が開墾した
「三富新田」

昔の農家の暮らし
昔の工夫・知恵を学ぶ

＜地域固有の歴史・文化＞

石坂産業 三富今昔村 くぬぎの森環境塾 「体験の機会の場」 ３つのESDプログラム

体験の施設：東京ドーム約4個 ／平成25年認定：5年間学校関係30,000名超える利用 ／海外：20数カ国来場

持続可能な発展に向け
人ひとりに出来るエコの

取組みを育む

自然の「生態系サービ
ス」の恩恵を未来の世
代に繋げる気づき

体験型プログラムの3要素
■ 自己決定権
■ 有能感 （達成感）
■ 関係性

■ 三富新田 地域の歴史・文化 ■ 建設廃棄物の資源循環 ■ 美しい雑木林＝里山の生態系サービス
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地域
住民

企
業

地域
住民

「体験の機会の場」認定取得は、卓越した「経営革新」に繋がる
― 事業者よし、利用者よし、地域よし、 三方みなよし ー

特定市町村特定市町村
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企
業

Ⅲ＜「体験の機会の場」認定 企業の視点での普及の課題＞
各都道府県などで行われている環境教育の支援事業が複層

し、認定を取得する側の価値が低い。
埼玉県では環境学習応援隊の制度があり、登録制で28事業

者が参加している。「体験の機会の場」認定は当社１事業者
のみ。登録制と異なり土地・施設の権利関係、管理図面、施
設の安全性、体験プログラム、スタッフ教育訓練等の多くの
書類が要求されるほか、毎年計画・実績報告が求められ、認
定には環境部と教育局の個別現場審査が厳格に行われる。事
業者のCSRの位置づけでは、環境学習応援隊で事足りる。

Ⅳ＜普及に向けての提言 「魅力度を高める」＞

１ 行政が認定施設を環境教育イのベントで積極的に活用
２ 「認定」のロゴマークやエンブレム（シンボルマーク）などの制作
３ 国の表彰制度やモデル事例のWEB拡販
４ 海外の事業者の成功事例の紹介
５ 利便性を高める施設の新・増築の他の法律との調整 等

地域
雇用

納税

地域連携事業・地域創生
（官民相互連携）

企業が地域住民と
お隣さん関係（共助）

他
の
市
町
村
住
民
・
団
体
と
の
交
流
促
進

Ⅱ＜取得により見えてきた可能性「成果モデル」＞
1 地域企業の社会的責任（CSR）を果たす機会の場
2 特にB2Bの地域企業の認知度を高めるブランディングに有効
3 企業の立地する地域住民・行政との交流・連携の促進
4「体験＝見せる」効果で組織活性化による事業の発展・成長
5 多種多様な交流によるイノベーションで地域創生に繋がる

Ⅰ＜「体験の機会の場」認定の5大効果＞
1 B2BからB2Cによる企業の認知度UPによるブランド力の向上
2「体験＝見せる」ことで価値共有（CSV）による地域と隣人関係形成
3 地域特有の課題解決の参画や地域資源の魅力発掘で行政と連携促進
4 子供から大人まで環境教育の支援事業による社会的責任の強化
5 社員の仕事の働きがい・やりがいを育み、整理・整頓・清掃の習慣付

＜認定取得前＞ ＜認定取得後＞

卓越した経営
ブランディング戦略
永続企業を目指す
持続可能な発展
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ご清聴
感謝いたします
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１００　の　言葉

大人編



1 ：  施設の整備状況、環境配慮、そして何より説明いただいた皆様のご対応の素晴らしさ（ホスピタリティ)に感動しました。(男性：50代）

2 ：  自然環境保全と地域の融和を図っていることは新世代の経営として素晴らしい。（男性：60代）

3 ：  手選別の職人がわざわざマスクを外して、見学者に声は聞こえなくても挨拶いただいたことに大変感動しました。(男性:50代）)

4 ： 地域や地元と共生したリサイクル工場と言う考えを持った経営をされていることに大変勉強になりました。(女性：70代）

5 ：　皆様笑顔が素敵でとても良かった。95%リサイクルは素晴らしい。(50代：女性)

6 ：　産廃処理や森林再生だけでなく、総合的に地域の活性化を考え実施し、さらに新たな取り組みを考えている点、敬服。（女性：50代）

7 ：　どの世代でも学べて楽しめる施設だった。そのためには、従業員さんが楽しく働けるという前提が必要だと分かった。(女性:40代）

8 ：　連携しなければ、身の安全は保たれないと感じました。そのせいか非常にお互い同志の心のつながり、思いやりがどこか仕事場より
　　深いように受け取れた(男性：50代)

9 ：　異国の人達も働き易く穏やかにその中で、生きられるように思えた。よい職場と感じた。(男性：50代）

10 ：　非常に細やかな対人関係が生まれているように思う。音は色々聞こえるが、職場そのものは非常に穏やかな職場であると感じた。
　（女性：80代）

11 ：　当地区のコンセプトは、笑顔で挨拶と5Sの徹底、笑顔で挨拶は、自信がありましたが完敗でした。工具の整理整頓は
　　『知ってる』『知ってる』と思いましたが、もう少し先まで見てみたいです。（男性：40歳代）

12 ：　スタッフの皆さん全員が本当に感じよく、当社も見習わないといけないと思いました。仕事中にも関わらず、見学者も気にかけて下さいる。
　　気遣いは本当に素晴らしいです。制服も素敵で羨ましいです。Leeのパンツかっこいいですね！自然と地域に密着出来る企業って
　　良いですね。（女性：30代）

13 ：　リサイクル工場の環境が素晴らしい。地球環境の未来、将来について考えさせられる良い体験でした。（男性：50代）

14 ：　「公開する」と言うことを当たり前のようにやっておられるが、どこを見ても目が行き届いて素晴らしく当社としても見習いたいと思いました。
　　いつ人に見られても良い環境と言うのは一朝一夕ではできるものではないと現場を見てとても思いました。
　　これまでの努力のたまものだと思います。(20代：女性)

15 ：　産廃業の暗いイメージは全く感じませんでした。産廃業以外も多くの事業を手掛けられておられ、学ぶべき点が非常に多かったです。
　　（40代：男性）



16 ：　法人としての地域融和をここまで徹底する姿勢に感銘を受けました。(40代：男性)

17 ：　比較的敬遠されがちな廃棄物処理ながら地域との共生環境との共生を実現している点に共感しました。(50代：男性)

18 ：　見学前のオープニングプレゼンテーション(パワポ)がよくできていた。特に歴史と三富の地域性を導入部に説明することで
　　施設内容との関連性がよくわかった。
　　工場の実態(作業内容、作業員)をガラス越しに見学することで印象的なものとなった。大変な厳しい業務であること危険な部分も
　　なくはないこと、粉じんや騒音が大きいことなど劣悪な環境で有るが、この施設が社会的に必要であることを社員に良く教育していると
　　推察した。（男性：60代）

19 ：　地域と密着した会社経営をされている事、働いている人の事を第一に考えている事、そして環境改善活動として、森の再生
　　まで活動されている点がとても素晴らしいと思いました。（男性：30代）

20 ：　スタッフの説明もわかりやすく、従業員もすれ違うたび『いらしゃいませ』と挨拶をかわすのが凄く印象的でした。
　　我々の職場も挨拶はしますが、あそこまで、はっきり声だし、元気よく挨拶をすることはないので大変感心しました。（男性：20代）

21 ：　プラント以外の施設整備に驚きました。（男性：60代）

22 ：　大変きれいな工場でとても良かったです。お弁当もとても美味しくて、また来たいと思いました。リサイクルの事に大変関心を
　　持ちました。（男性：30代）

23 ：　一昨年、はじめて工場見学させて頂きました。前回工場見学させて頂いた時と比べて、色々な部分が変わっていました。
　　特に、森や広場に関しては、非常に進化していた気がします。（男性：40代）

24 ：　業界全体の流れを変える取組みや、社長の熱い思いに感動しました。（男性：３０代）

25 ：　森の中を歩いていて、とても心地よく気持ちが良かったです。久し振りに土を踏みしめて昔を思い出しました。森、動物そして人が上手に
　　共生していくことの大切さを改めて、学ばさせて頂きました。自分の住んでいる所は、今生き物がすくなくなり、蛙や虫の音も少なく
　　なり、シカやイノシシが畑の作物を食べに降りてきている。山にはしごとがなく、若い人が都会に向かい、山はどんどんすたれています。
　　石坂産業さんを見て、何か自分の出来る事から少しずつ取組んでいきたいと思います。（男性：40代）

26 ：　２０１０年に見学した際は、工場内が暗かったですが、天井に採光窓を付けられて、とても明るい感じがしました。
　　社長のお話を聴いて、社員さん地域への情熱、責任感、使命感にシビレました。(男性：40代）

27 ：　見学通路が板張りで各所に椅子が並べてるのが良かった。従業員のアップ写真や集合写真はほほえましい。（男性：60代）

28 ：　挨拶等、当たり前の事が、どれだけ自分ができていないのか、再認識させられました。（男性：20代）



29 ：　工場内の見学ルートで、社員の方々の写真とここを見てください！みたいなコメントがあった、とてもよい取組みだと思う。（男性：20代）

30 ：　1人ひとりが意思を持って生きている、エネルギーが満ち溢れていることを感じました。お互いにリスペクトして、より良くしていこうと
　　世界へ発信していこうとする高い目標に頭が下がります。やはり、緑に囲まれていると心身が豊かになりますね。（女性：50代）

31 ：　石坂産業の社員の方々は皆『いきいきと働いている』といういイメージがとても魅力的でした。
　　私の会社と比べると”あいさつ””ヤル気”まで全く違うような気がしました。御社に見習うべき点が数多くありました。
　　又、社長語録で『自分の子供を将来働かせたいかどうか？』という言葉が自分の中でとても印象に残りました。
　　今、働いている自分の会社をよりよい会社にするためにまず、自分自身の考えから変えて行きたいと思います。（男性：２０代）

32 ：　こんなに見学が充実している会社があるなんて知りませんでした。お弁当美味しかったです。（女性：20代）

33 ：　産業廃棄物に対しての概念が変わった。これからの時代、目を向けて行くべき姿だと思った。（女性：40代）

34 ：　見落としがちなごみの処理の重要性を再認識しました。地域との共存を図るための努力の必要性、継続性の大切さは見習うべきところであり
　　大変参考になりました。（男性：30代）

35 ：　ゴミが砂になったり、木くずになったり、変化していく様子に驚きです。子供や大人の勉強のためにも、必要な施設だと思います。
　　人々のため、お金をかけてくださっていること、すばらしく思います。（女性：50代）

36 ：　これまでの経過、取組みが良く解りました。働き手、来訪者への環境への配慮、綺麗さに驚きました。(女性：40代）

37 ：　スタッフの誘導、説明も素晴らしかった。本来こうあるべきものを見た気がする。（男性：40代）

38 ：　単にリサイクル、中間処理を行うだけでなく、周囲の環境、住生活、農地への配慮等、気付き、考えさせられる点が、多く
　　参考になりました。(男性：30代)

39 ：　看板などのデザインも見やすく、各所に配置してあり、解り易かった。見学通路を後から用意したのにしっかりしていた。
　　見せる工場を目指していましたが、大変参考になりました。（男性：20代）

40 ：　同業者として、完全な産廃の選別にはとても魅力を感じ見習わなければならないと思いました。（男性：20代）

41 ：　御社の取組みに関心を持ちました。寄り道の駅の昼食はとても美味しく頂きました。野菜も肉もおいしかったです。（女性：40代）

42 ：　工具等、使いやすいよう1本、1本とりやすいようにされていてすごいと思いました。（20代：男性）

43 ：　分けることで使える物に戻る。物、廃棄物は目に見ているが、目に見えない、情報やコミュニケーションも同様だと感じました。
 　　継続すること、長い目でみながら、今、少々困難なこと（例えば会社の再編からISOの取得等）にチャレンジして、成果にされていることが



 　　素晴らしいと思いました。（男性：40代）

44 ：　素晴らしい内容でした。スタッフの駐車場もすべて前向き駐車で感動しました。(40代：男性)

45 ：　昼食がとても美味しかった。笑顔での挨拶とてもうれしかった。（男性：３０代）

46 ：　産廃の会社というと女性活躍の場があまりないと思っていたけど、色々な場所で活躍しているのに驚いた。（女性：３０代）

47 ：　今日施設の見学をしてみて、リサイクルや持続可能な社会への意識が変わった。今までリサイクルはするために必要な費用のほうが、
　　リサイクルにより生じる製品の売り上げより高くなることがあるので辞めた方がよいという話を聞いていたので、リサイクルに対してに
　　ネガティブな印象でした。しかし、実際には、最終処分にかかる費用がとても高くつくため、たとえ上の話が事実だとしてもリサイクル
　　すべきだと判りました。また、この会社はそのリサイクル技術で他社にない、技術を多く持っていて魅力的な会社だと思いました。
　　（男性：10代）

48 ：　木くずを再利用するなど環境の事を考えていて勉強になりました。産廃というイメージだけで見学に来ましたが、森の保全なども
　　されていて驚いた。(女性：20代)

49 ：　従業員一人一人が元気な声で挨拶されて、気持ちがよい地域に愛されるべく、努力されている事がよく伝わってきた。（男性：50代）

50 ：　売上の7割をだしていた事業から撤退し、リサイクル事業に移った勇気は大変なものだと感じました。
　　感じました。さといもパウンドケーキおいしかったです。（男性：20代）

51 ：　本当に素晴らしい環境がある場所だと思いました。自然由来の物を使って出来ることを行う、7Ｓの1つである創意工夫が活かされている。
　　瓦のチップが好きです。あの感触は癖になりそうです。(男性：20代)

52 ：　廃棄物をどのようにして、リサイクルにしていくかが大変だと思いながら、凄いと思いました。人の手の時も空気の悪い中、
　　人に害がないのか聞きましたら『マスク』も普通でなく、しっかり検査をして、取り換えていると。電気代も大変ではないか。
　　でも停電しても大丈夫との事、素晴らしいです。(女性：60代）

53 ：　100年後を考えたとき、自然との共存にとても惹かれました。(女性：40代)

54 ：　家屋の廃材のリサイクル処理、初めて見ました。1ｋｍもの長いコンベアーに乗って細かく分類されると知って驚きました。
　　収穫体験のねぎは沢山とらせてもらって何に料理しようか家で探そうと思います。家での4Ｒ、大切にしたいと思います。（女性：40代)）

55 ：　子供、親の目線に立った作りになっていて、勉強になりました。（10代：女性大学生）

56 ：　会社や施設の説明が簡素で大変分かり易かった。従業員の方たちの対応がよく、感心しました。（男性：60代）



57 ：　解決しなければならないテーマに取組んでられる会社の姿勢に触れて、新鮮でした。（男性：40代）

58 ：　本日到着した時、まだ車内にいるのに社員の方が立ち止まって笑顔で、挨拶して頂きました。素晴らしい雰囲気の力にあふれて
　　いました。見学中ずっと、それは続きました。社内外問わず、訪れる人への思いやりに満ちていて、素晴らしかったです。（女性：40代）

59 ：　建物のみならず敷地すべてに気配りが行き届いている。挨拶の大切さを再認識した。地域の向上が会社向上につながる意識
　　社員を大切にして地域を大切にしてこそ会社。（男性：40代）

60 ：　まず、石坂産業さまの企業ビジョン、取組みに感銘を受けた。産業観光構想を打ち出し、正面から取り組まれていることが明確かつ
　　社員の意思統一がなされてないとできない事だと感じる。今回研修でも、人間力の必要性を問うことが多いが、自ら考え動くこと
　　で人間力が培れると思う。見学の中で、石坂産業の取組みの工夫が、たくさん見られた（挨拶、清掃etc)（男性:20代）

61 ：　大変気持よく見学させて頂きました。見せる事が安全につながる事は、非常に参考になりました。(男性：40代)

62 ：　ゴミは生きている限り必ず、関わりのある物なので他人事ではないと強く思いました。働いている方が明るくて素晴らしいと感じました。
　　(女性：50代）

63 ：　地域との共生、そして社会全体との会社の方針で、多様な資格を取得しておられて、運用していて素晴らしと思いました。（男性：50代）

64 ：　とても興味深い体験型の見学でした。地域との共存の難しさを感じ、解決しようと努力するところや女性目線の飾り方など、とても気持ち
　　良く、楽しかったです。（男性：40代）

65 ：　汚く暗いイメージでしたが、自然の多い中にあり、きれいにしてあったりで挨拶もして下さり、明るいイメージに変わりました。(女性：30代）

66 ：　とても働きやすそうな会社で社員のみなさまがテキパキ仕事をされているのが印象的でした。会社の成長だけでなく、地域や
　　日本全体のために貢献されていて、素晴らしいと思います。(女性：40代）

67 ：　お弁当は楽しみながら食べる事が出来ました。産業廃棄物、リサイクルについての知識を深める事が出来ました。（男性：50代）

68 ：　皆が楽しそうに働けるところが良いと思いました。人にやさしく、チームワーク良く、働けるのがいいですね。（女性：60代）

69 ：　説明を聞いて、現在の状態にするまでも大変な事だと思います。でも、まだ先を見ている所が素晴らしいと思いました。(女性：40代)

70 ：　会社全体が（社員の方を皆さんが）一つになっている感じがして、会社の雰囲気が良いだろうというように見えました。（女性：40代）

71 ：　従業員さんのモチベーションを上手に活かしていると思った。会社の雰囲気が非常によいと思います。管理職の配慮ある
　　行動に感銘を受けました。（男性：40代）



72 ：　どの会場も昭和のよき時代を思い出させてくれました。物を大切にしようと、さらに強く思いました。（女性：60代）

73 ：　私も資源分別していますので日頃から協力していますが、産業廃棄物の流れの知識がなかったので、
　　本日見学させて頂き良かったです。今後も感心を持って生活していこうと思いました。（女性：60代）

74 ：　生ゴミの処理等もっと細かく注意して処理するよう心がけたいと思います。子供同目線で物を見ると言う事は大切だなと思いました。
　　子育て中に親には是非、来てほしいと思いました。（女性：70代）

75 ：　工場が実際見ると迫力があり、地域のことを本当に考えられると思い参考になりました。又、従業員の方々の対応が心地良く
　　是非もう一度参加したいと思いました。（男性：２０代）

76 ：　石坂社長のご講演はじめ貴社の取組みが、企業の存続、地域社会に受け入れられるという方針に、首尾一貫されており、経営者として
　　やるべき事を教えて頂きました。明日からの活力を頂きました。（男性：４０代）

77 ：　石坂社長の話から『何のため、仕事をするのか』その実現のため、今自分が何をどう行動するのか『考えて行動する』『実行すること』の
　　大切さ、又、その責任、続ける事の大変さetc学びました。(女性：30代）

78 ：　私は、最高に弁当がよかった！厚焼き卵の香りが良かった。手作り感一杯でした。味付けも良かった。(女性：40代)

79 ：　かなり広い敷地であるにも関わらず、良く整備されていて、素晴らしいかったです。社員の方々もしっかり挨拶があり良かった。
　　リサイクル工場はかなり細かく砕かれて、凄く圧倒されました。（女性：60代）

80 ：　埼玉県にこのようなすばらしい施設があるのを、大変誇りに思う。説明が大変丁寧で分かりやすかった。里山の保全に力
　　を入れている、会社の姿勢がすばらしい。（男性：70代）

81 ：　処理ではなく再生とか、今昔村の意味を感じ素晴らしいと思いました。働いておられる方々の挨拶が凄く良かったです。（女性：60代）

82 ：　人の手で、仕分けされていた事がびっくりしました。こんなにも細かくわけるなんて!!環境を大切に、ゴミは分けるようにしていか
　　なければいけないと実感しました。色々と『すごい!!』というのが今回の見学の感想です。(女性：30代)

83 ：　普通の生活では気がつかないようような環境について、勉強になりました。（女性：30代）

84 ：　当社でもお客様ご来場時に全員挨拶を心掛けているのが、初めて受ける側の立場になり、大変感動しました。
　　ロゴのコンセプトが良く伝わり、素晴らしいロゴだと思います。（男性：40代）

85 ：　今までは、燃やすか捨てていた。まだどこかの業者はそのようにしているかも知れない。産廃を見事に再生させる貴社の取組み
　　そして、それをビジネスにつなげている事。素晴らしいと感じました。（男性：50代）



86 ：　積極的に外部の方見せることで自社をに伸ばしていく考え方が素晴らしいと思います。産廃事業のイメージが大きく変わりました。
　　（男性：50歳代）

87 ：　トイレのきれいさ、どこを歩いてもゴミが落ちてないこと、テーブルのお花、案内のわかりやすさ、明るく丁寧な挨拶、など、すばらしいです。
　　日頃のコツコツした積み重ねの賜物であると感じました。(女性：30代）

88 ：　環境をキーワードに多面的に取り組まれ、見事に成功し、発展されているように思います。
　　人の知恵を生かす、良いビジネスモデルであるだけでなく、人の価値を高める取組みをやっておられると思います。（男性：60代）

89 ：　全てにおいて手入れが行き届いていると感じました。トイレットペーパー予備が袋に入っている事や、社員紹介が数回変わっている事など、
　　より良くしようという考えが伝わります。(男性：50代）

90 ：　これまでなじみの薄い業界のお話を伺い、施設を見学することができて、知識が深まりました。（女性：40代）

91 ：　これだけ色々と手がけておられ、且つ、ISOや設備にも投資し、その上で経常利益が同業他社比で高いというのは、まさにCSVの
　　お手本だと思いました。（男性：40代）

92 ：　専務のお話もとても分かり易く、会社を大切に思う経営者、従業員を育てるのだと思いました。常に成長を見据え、投資を惜しまない
　　姿勢、地域の方との共生等、考えさせられました。（女性：40代）

93 ：　生物多様性保全について、これほど真剣に実施されているとは思いませんでした。感心しました。（男性：50代）

94 ：　森作りが半端なかった。本格的。森作り、カフェ、住民貢献、地域貢献にかなり本気で取り組んでいる。ブランドや評判、信頼を
　　向上させていくのに根気強い本気度を感じた。確かな技術と経営者の見立て、手腕に裏打ちされていると思う。（女性：50代）

95 ：　心が豊かになるそんな場所でした。社員さんも素晴らしい。（女性：50代）

96 ：　社員1人1人の可能性を引き出す体制と自立を促す仕組みの多さにびっくり!!特殊な業界としての取組みのきめ細やかさにも
　　感銘。石坂専務の話し方が、説得力があり、癒されました。（男性：60代）

97 ：　21世紀地球の最大関心事である。環境問題を先んじて、自社の取組みとして、行っておられたことが、大変感心しました。
　　地域との連携が大変すばらしいですね。周りからなくしてはならないと思われる事、大事ですね。（男性：50代）

98 ：　産業廃棄物のイメージが大きく変わりました。何か新しい時代の予感がします。（男性：50代）

99 ：　工場内の環境がとても良いと思います。社員の作業着がおしゃれでした。(男性：40代)

100 ：　リサイクル工場の見学路はとても綺麗で、各セクションの説明やスタッフ紹介など、壁に貼られ、親近感を感じました。(男性：40代)



子供たちの

１００のことば



1 ：　石臼を回した時、とても重かったです。でもああやって粉が出来るんですね。

2 ：　くぬぎの森でトンボの羽の説明を聞いたり、見た事のないものまで見れてうれしかった。

3 ：　自分で生き物を捕まえ、観察できてよかった。

4 ：　昔の道具があるから、今の物があるということがわかりました。

5 ：　昔は木の物が多くて、今は電気製品が増えて今の生活が楽になったのがわかった。

6 ：　ホコリタケや竜のひげなど、いっぱい探せて勉強になった。

7 ：　昔のテレビは大きくてびっくりしました。昔の暮らしを知りました。

8 ：　食べ物の大切さが良く分かりました。

9 ：　森や工場など、とっても楽しかったです。トンボのことがわかって良かったです。

10 ：　いろいろな生き物や植物を見たり採ったりいろいろ体験が出来た。

11 ：　森には自然がいっぱいで中には、虫の死骸やモグラの穴があったり木の種類や花の種類も説明してくれて、わかりやすかった。

12 ：　家の残骸やごみを手作業で分別していて驚きました。

13 ：　足湯は、今ならボタンでお湯が沸くが、昔は葉を摘んだりして、お湯を沸かしてたと知りました。
　　昔の人の工夫はすごいと思いました。

14 ：　語りべ館では昔を感じました。昔の人は大変な部分もあり、幸せな部分もあったかなぁと感じました。

15 ：　手作業で分別しているのをみました。各家庭がきちんと分別をすることが大切だと思いました。

16 ：　ゴミをどうやって処理したのか、どれが再利用できるのかよくわかりました。

≪３年生≫

≪４年生≫



17 ：　工場は大きかったし、クレーンゲームみたいだし、トラックはすごい迫力だった。家の瓦やごみを壊してリサイクルするのは
　　初めて知りました。

18 ：　リサイクル工場で、動いている機械の先端の形が違う、ということがわかりました。

19 ：　くぬぎの森の４Rの勉強でいっぱい驚きました。中でもショベルカーが電気で動くことです。

20 ：　リユース、リデュース、リサイクルは忘れることがないです。四つ葉のクローバーを見つけてうれしかったです。

21 ：　一番勉強になったのは３Ｒ教室です。これからは、物を大切に使おうと思いました。

22 ：　ぼくには知らないことばかりで、紙くず、コンクリートを除去するなどすごいことを学びました。

23 ：　目の前で見学が出来て、工場は大変だという事がわかった。

24 ：　４Ｒのことや、昔遊び、いろいろな生き物など、いっぱい覚えました。

25 ：　昔のくらし教室では、落ち葉とかで足湯をできるなんて初めて知りました。

26 ：　電気で動く重機にびっくりしました。

27 ：　一番すごいと思ったのは、落ち葉をたい肥にして、おいもを作っていることです。

28 ：　３Ｒにもう１つのリスペクトがあるのは、授業では習っていなかったのでびっくりした。

29 ：　一番驚いたのは、プラスチック、木、紙を混ぜると燃料になることです。

30 ：　ゴミの処理をその場で見ることが出来て、本当にうれしかった。学校では絵で見ていましたが、その場で見ることで
　　よくわかりました。

31 ：　埃を出さないように水をまく、や、ＣＯ２　を出さないなどいろいろな工夫をしている事がわかりました。

32 ：　僕はこの見学で初めて知ったことがたくさんあります。まず、くぬぎの森では葉をたくさん積んでおくことで肥料になることです。
　　次に工場見学ではマスクをしてゴミを分別していることです。僕は、手作業ではなく機械で分別していると思っていました。

33 ：　水を工場全体に放っていてびっくりしましたが、それは工場の人たちの健康を守っていると分かりました。



34 ：　１日にトラック３００台のゴミが入ってくるのに驚きました。
　　雨が降っていましたがくぬぎの森はきれいでした。

35 ：　良いことだな、と思ったことは作業をしている人がお辞儀をしてくれることです。
　　大変なのに大丈夫かと思いましたが、やっぱり良い事をしてくれたなぁと思いました。

36 ：　屋根の瓦から砂を作ったり、木のくずから板を作ったりすごいなぁと思った。

37 ：　森の中の土が心に残ったわけは、虫が動くことでスポンジのようなものが出来るのに驚いたからです。
　　なので、雨が降ってもぬかるんで転ぶようなことがないことです。

38 ：　毛が生えている葉が多いことや、木を積み重ねているところにキノコが出来ているのを知りました。

39 ：　くぬぎの森では、落ち葉をたくさん積んでおくことで肥料になる、工場では機械でなく手作業でごみを
　　分別していることにびっくりしました。

40 ：　足湯ではクイズで説明してくれて、楽しく足湯のことがわかりました。

41 ：　ブルーベリーが実るのに5年かかるのにびっくりした。ジャムの作り方を教えてもらって良かったです。

42 ：　工場ではリサイクルしたもの、仕分け場などがあり、工場の秘密や仕組みがわかりました。

43 ：　くぬぎの森の地面は、腐葉土とチップを使っていて気持ちよくて、空気もおいしかったです。

44 ：　工場見学ではあんながれきが家だったなんて驚きました。

45 ：　森のウォークでは、キノコや木の名前、昔はここは原っぱだったなど、興味を持つことができました。

46 ：　森やカエルに触れ合えて、とっても良かったです。

47 ：　ハチは見えなかったけれど、巣の中に一万匹入るという事はびっくりしました。

48 ：　林の中では、いろんな葉っぱやキノコのことを知りました。木の種類もこんなにあるんだなぁと思いました。

49 ：　リサイクルのことがけっこう分かりました。コンクリートを割っているところやごみを手作業で分けていることも分かりました。

≪５年生≫



50 ：　林の自然な感じや資源のゴミとかがあってこういうのが環境かな～と思った。

51 ：　木くずの上を歩いたり、”がまずみ”という木の実を食べたりするのが、楽しかった。

52 ：　一番感心をもった事は、プラスチックと紙きれと木くずで作るＲＰＦという燃料です。
　　限りある資源の石油とかをあんまり使わない燃料と聞いてすごいなーと思った。

53 ：　出来るだけ二酸化炭素を出さないための工夫が良くされているんだなと思いました。

54 ：　これからは、買い物にはマイバッグをもっていき、ペットボトルを買わず水筒をもっていくようにします。

55 ：　森の中は自然がいっぱいで楽しかった。これからは買い物にエコバッグをもっていくよう心がけます。

56 ：　ＳＬは橋がかかっていてリアルだった。僕たちにできることは、無駄なものを買わないことだと思います。

57 ：　森の散歩：ふだんあまり見れないはちのすや、生き物が見れたし、いろいろなアスレチックであそべて楽しかった。

58 ：　列車が楽しかったです。ツリーハウスが初めてだったので良かったです。勉強になりました。

59 ：　煮物、炊き合わせがとくにおいしかったです。じゅうしょくさんの話も聞けて学校で習ったよりわかりやすくて良かったです。

60 ：　土のことを詳しく知ることができ、野菜の収穫も楽しく体験できた。

61 ：　家のほとんどがリサイクルされていることや、カレンダーも簡単にできると分かった。

62 ：　神社にお守りしたこと。石臼体験・工場見学が勉強になった。やまゆり鉄道が良かったです。

63 ： 汽車が楽しかった。分別体験、アスレチック、見学が楽しかった、またいきたい。

64 ：　森の探検で木や実についての知識がつきました。特に落ち葉などが土の中の菌によって分解されるということに驚きました。

65 ：　こんにゃくがおいもからできているなんてしりませんでした。またこんにゃくはもっとかんたんにできると
　　思っていたのでびっくりしました。とても楽しかったです。

66 ：　森を歩いて印象に残った事は、人工的に作ったものもあったけど、自然にできたものがたくさんあったので、
　　素敵だなと思いました。



67 ：　普通の公園などは、鉄でできた遊具ですが、森の遊具は自然の木で造られたもので、すごく感動的でした。

：　環境問題について、買い物にエコバッグをもっていく、近くへ行く時は自転車か歩きでいくようにします。
68

：　ゴミをショベルカーで運んでいたところがすごいと思いました。
69

：　工場の中に入った時、仕事をしている人たちは、全員マスクをつけいたのが印象に残りました。
70 　　つけないとどうなるのかを考えました。

71 ：　ごみが９５％資源化されていることに驚きました。

72 ：　足湯の湯をどうやって環境に良い沸かし方で沸かすのか不思議だったが、落ち葉が土にかえるときに温かくなる熱を使う
　　と聞いて、すごく驚きました。

73 ：　工場で働いている人が通過するものから木やプラスチック、鉄類をとても素早く取り除いているのと、
　　機械と人を効率よく使っていることに驚きました。

74 ：　自分の会社で処理した廃棄物を地面に使用。まさに地産地消

75 ：　流れてくるごみをしっかり仕分ける、普段見れない作業が見れた。お陰で社会が成り立っている。

76 ：　施設から数百メートルの場所に公園がある。それぞれの年齢に合った楽しみ方が出来る場所があり素晴らしいと思った。

77 ：　人の力があっての会社。自分の仕事に誇りをもって働いていると感じた。

78 ：　分別することでゴミが資源になる。分けることで、それぞれの価値を高めるという事がわかった。

79 ：　働く人が自分のやっていることに自信が持てないと、働く意義がなくなり、人として生きる価値が少なくなると思った。

80 ：　パワーショベル（電動）にすることで、地球環境をよくする事に取り組んでいると思った。

81 ：　ゴミは見えないところで処理されていることを知った。

82 ：　昔はコメを収穫したら残った藁で縄を作っていた。ゴミで燃料を作り再利用するのも同じだと思った。

≪高校生≫



83 ：　作業している人が笑顔で、こんにちは、と声を掛けてくれて驚いたけれど、嬉しかった。

84 ：　手作業でごみを分別しているのに驚いた。

85 ：　ライトはあまり使用せず窓から外の明かりを取り入れていることがわかり、エコだと思った。

86 ：　なぜゴミに高いお金を払わないといけないのかと思っていましたが、社長さんのお話を聞いたり、見学をして、働く従業員さんに
　　賃金が支払われているという事を知り、私たちの見えない所でも誰かが支えてくれていることに気づかされました。
　　もっと環境をよくしていくためにも、一人ひとりがゴミの分別をすることが大事だと思いました。

87 ：　赤瓦の道は産業廃棄物をリサイクルしたものだと聞いてびっくりしました。会社の中にある木々に合った色できれいだったからです。

88 ：　私たちが出しているゴミは勝手になくなるのではなく、見えないところで処理されている。処理をする人がいるという事を知りました。

89 ：　ゴミの量がすごい。大型の機械を使っていて、一つのミスが大きな事故になってしまうのに、安全に作業しているのがすごい。

90 ：　ガソリンを使うのではなく、電気で重機を動かしているのでとても環境に優しい。

91 ：　産業廃棄物（不要なもの）からエネルギー（必要なもの）を作っている。分別して資源にすることで最終処分に回すごみの
　　減量が出来ている。それが９５％以上のリサイクル率というのはとても高いと思う。

92 ：　働いている一人ひとりのあいさつや笑顔からこの仕事に誇りをもってやっている熱意が伝わる。

93 ：　昔のくらし教室の中の、”わら道具”はコメを収穫したあとの藁からひもとして活用するものを作るための機械で、生産されたものを
　　有効に活用する。最後は土にかえる循環型社会の典型。これに技術を加えることで生産性を上げる。
　　現代に通じる大切な原点となる展示物であると痛感した。

94 ：　想像していた以上にクリーンな環境で、行き届いたおもてなしの心に驚きました。
 

95 ：　｢企業の社会的責任｣の意味を理解できました。私も周りの人や地域の方々とのかかわりを大切にしたいと心から感じました。

96 ：　再生事業の内容と、全ての従業員にいきわたったホスピタリティを学ばさせて頂きました。
　　廃棄物を９５％以上価値あるものに変えるお仕事と、さらにそこから新たな価値を生み出し続ける姿勢。３Sを徹底しお客さまだけでなく
　　従業員同士へも心配りが出来るおもてなしの心。企業としてこんな究極的な取り組みをなさっているのは珍しいと思いました。

≪大学生≫



97 ：　社員の方々の温かさに触れるだけでなく、物を大切に使う大事さや、コミュニケーションをとりあう大事さを改めて知ることができました。

98 ：　工場見学や森林散策など様々な体験をさせて頂き、いい意味で｢産廃屋｣のイメージが変わりました。

99 ：　普段の生活では知ることのできない業界を学べて、自分の将来と向き合う時間をもてました。
　　社員の皆様の働く姿を拝見させて頂いて、感動したのと同時に自分の生活に取り入れりことのできる前向きの姿勢を
　　学ぶことができました。

100 ：　産業廃棄物処理場のイメージは見学を通し大きく変わり、高い技術力に感動しました。


