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廃棄物分野廃棄物分野



ＩＫＥの海外事業展開 
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①2010/ﾍﾞﾄﾅﾑ・生活廃棄物の埋立処分 
回避プログラムCDM実現可能性調査 

②2010/「日中都市間連携（北九州ー大連）による循環型都市協力推進事業」 （経産） 

 
③2011-12 「ベトナム国再生燃料（ ）製造販売事業並びに

製造システム販売事業」
④ マレーシア・高速道路施設からの食品残渣メタン発酵処理を

モデルとしたエネルギー創出型廃棄物管理活動普及に関する
実現可能性調査

⑤ 「ベトナム社会主義共和国における
（建設解体廃棄物）の循環システム・構築展開事業」

⑥ 静脈産業のアジア地域への移転戦略の構築に関する研究

⑦ ベトナム・ハノイ市廃棄物中継／リサイクルセンター事業
⑧ ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ市における下水汚泥と食品廃棄物
の混合処理発酵メタンガス回収利活用を通じた 排出削減事業

アジア市場探索

ﾍﾞﾄﾅﾑ市場調査

～ ﾍﾞﾄﾅﾑ事業構築

成形テスト
ｱｼﾞｱ太平洋 推進ﾌｫｰﾗﾑ
＠ﾊﾉｲ 参加

と
締結

・ 製造・販売／ 事業開始 （３月）
・ハノイ駐在員事務所設置 （９月）
・ 国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ＠ 参加

・ｱｼﾞｱ太平洋 推進ﾌｫｰﾗﾑ
＠ｽﾗﾊﾞﾔ 参加

主に、環境省「循環産業の海外展開支援事業」を 
活用して事業探索・FSを実施 

●経済発展大。環境対策への関心大、しかし未発達。 
●1ｓｔ-Step： WtoE事業への期待、社内Ｓｅｅｄｓ有り。 
●勤勉で親日的な国民性。 

<ﾍﾞﾄﾅﾑ> 

月
設立

STEP
Ⅱ

 



との連携
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URENCO11 
- 廃棄物処理インフラ施設 
- ベトナム北部の 

マーケット情報 
- 現地行政機関との 

ネットワーク 

IKE 
- 日本における廃棄物処理・
リサイクル事業の経験 

- 日本の廃棄物処理・リサイ
クル技術 

③2016.5月： DECOS設立   
信頼性の高い、かつ高度な廃棄物処理サービスの提供 

 Hanoi URENCO 
①共同で事業開発する旨の覚書 （2010年） 

URENCO11 ②RPF製造事業BCC （2014～’16年） 

＊ハノイ市100%出資の 
環境公社 

子会社 
④Beyond:事業開発STEPⅡの覚書（2016年） 

☑ 事業推進チーム
☑ ハノイ駐在員事務所



の概要  
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UR11 

IKE 

・４９％投資 
・採用支援 
・土地、建物他インフラ整備 
・市場情報の提供 
・外注機能の提供 

・５１％投資 
・処理KHの提供 
・企業経営KHの提供 
・法人設立手続きの管理、作業 
 Dai Dong Environment Solution Co., Ltd. 

 
１．形態  ： ＶＮ企業法に基づく 「二人以上有限会社」 
２．設立（予定） ： 2016年５月設立 
３．資本金    ： 45 億 VND 
４．出資比率 ：  IKE 51％ ： URENCO11 49％ 
５．本社 ： ＨｕｎｇＹｅｎ省 ＵＲ１１敷地内 
６．組織 ： 右図参照 
７．事業内容          
① RPF製造・販売事業 
② 廃棄物処理／コンサル・営業代理店事業 
③ 廃棄物リサイクル総合ソリューション提供事業 

（包括的アウトソーシング受託） 

契約 

＜現地サポート＞ 
・日系銀行 現地支店 
・コンサル会社 
・弁護士事務所 

会長（ＩＫＥ） 

ＩＫＥ ＩＫＥ ＵＲ１１ 
（社長） ＵＲ１１ 

社長 

経理 営業 工場 事務員 

社員総会 

実行組織
(VN駐在) 

＜組織 ＞ 
（CEO） 

（法的代表者、COO） 

ﾁｰﾌｱｶｳﾝﾀﾝﾄ 

[ VN法人の概要 ] 



の事業概要 ： 製造・販売事業
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◆ 生産量（現状） ： 約 日

◆ 原料 ： 廃プラスチック類

製紙スラッジ

◆ 販売先 ： 製紙会社、飼料会社等

ボイラー設置企業

◆ 生産設備 ： 破砕機、造粒機、磁選機、

搬送設備 他
 

RPF製品 

主に ボイラー設置企業 製造ライン製紙工場等



事業概要 ２／２： 環境関連ソリューション事業
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＜内容例＞

（１） 現場における各種廃棄物の分別指導、
適正な収集運搬、処理企業・施設の紹介、契約支援

← 分別作業員等の派遣、資機材の貸与
（２） 廃棄物総合管理業務、廃棄物処理状況の可視化、

テナント・従業員への分別指導の支援
（３） 新規進出企業或いは既存企業に対する廃棄物処理

及び管理業務の設計・マニュアル作成、
諸手続きの支援

（４） 現地自治体の廃棄物処理の計画立案、実業務の受託
（５） カーボンオフセット， Ｍ等の公的事業開発 の

共同提案、実行

提供サービス：
排出削減、ゼロエミッション・３Ｒ、廃棄物適正処理・リサイクルの具現化及び実行監理

DECOS 

URENCO11 

お客様 

廃棄物処理 

◆廃棄物処理、適正リサイクルの実作業 
廃棄物処理施設、回収車輛等資機材の   

     提供、作業員の提供 

◆総合エンジニアリング＆コンサルティング 
・ 顧客窓口機能 
・ 各種手続き代行 

◆廃棄物の適正処理、リサイクル技術、 
O＆Mノウハウの提供 

◆法規、規制に係る管理 
 

ソリューションサービス 

◆法◆
技術協力・

指導・監督 

ソリューションサービス

      

DECOS-Gr 

置き場表示

（入口）

置き場表示

（品目毎）

分別指導、

教育
実習 実績計量

例：大型商業施設
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ご清聴ありがとうございました。

<連絡先> 
㈱市川環境エンジニアリング 
イノベーション事業室 ベトナム事業推進チーム 
        加賀山保一 
           Tel: 03-6328-0960 
           Mail:yasuichi.kagayama@ike.co.jp 


