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優良さんぱいナビ＆コミュニケーション 

産業廃棄物処理業経営塾OB会 

成果発表会 平成27年2月25日(水) 



ワークショップスケジュール 

日時 場所 備考 

幻の一回目 7月11日（金） ㈱プランテック本社 
15名出席予定⇒台風

のため延期 

一回目 8月8日 （金） ㈱プランテック本社     
18名出席⇒台風に負

けず開催 

二回目  9月17日（水） ㈱プランテック本社 10名出席⇒晴れ 

三回目 12月11日（木） ㈱プランテック本社 9名出席⇒雨 

雨男は誰
や！！ 



西日本WSメンバー紹介 
1 5 片渕　則人 （株）興徳クリーナー
2 2 勝井　基明 （株）プランテック
3 6 安田　義崇 安田産業（株）
4 1 藏本　 悟 （株）西日本アチューマットクリーン

5 1 國中　賢一 （株）国中環境開発
6 1 木下　昌秀 （株）木下カンセー
7 2 永川　二郎 新日本開発（株）
8 2 高橋　克実 （株）イボキン
9 2 田中　 努 （株）アクトリー

10 2 西村　忠浩 近畿環境保全（株）
11 2 南　 裕次 （株）倉敷環境
12 2 国本　 武 ホームケルン（株）
13 2 加納　睦也 エコシステム山陽（株）
14 2 塩見　頼彦 （株）マルサン
15 3 入江　真太郎 ユニクル（株）
16 3 安田　暁彦 安田産業（株）
17 3 中川　俊信 （株）オガワエコノス
18 3 髙見　武志 （株）イボキン
19 3 大野　剛嗣 オオノ開發（株）
20 3 田中　克也 田中石灰工業（株）
21 3 西村 　篤 近畿環境保全（株）
22 4 入江　大輔 ユニクル（株）
23 4 上田　徹 オオノ開發（株）
24 4 小原　天平 （株）ネックス
25 4 横溝　淳弥 福岡金属興業（株）
26 4 山本　孝次 三友プラントサービス（株）
27 5 國中　雅之 （株）国中環境開発
28 5 炭井　誠志 （株）富士クリーン
29 5 平塚　一利 （有）平塚商事
30 5 槇廣　武雄 東広商事（株）
31 5 三輪　陽通 三光（株）
32 5 吉田　雅巳 （株）吉田稔商店
33 5 吉村　太郎 （株）ダイカン
34 6 尾﨑　俊也 アースサポート（株）
35 6 金島　聡吏 （株）マルシン
36 6 川原　秀人 田中石灰工業（株）
37 6 藤井　邦彦 西播環境整備（株）
38 6 村谷　厚治 （株）イボキン
39 6 山下　裕二 オオノ開發（株）
40 6 川本　義二 （株）カンサイ

41 7 岡田　凡一 オオノ開發（株）
42 7 小川　悟 （株）オガワエコノス
43 7 北川　順一 （株）富士クリーン
44 7 坂口　修一 （株）Green prop
45 7 白國　和久 西播環境整備（株）
46 7 西本　英樹 東広商事（株）
47 7 牧野　正剛 アースサポート（株）
48 7 松本　憲二 （株）Green prop
49 7 三野　義雄 （株）パブリック
50 7 山本　敏裕 株式会社山本清掃
51 7 山本　秀子 株式会社エム・アール・シー
52 8 池田　恵俊 （株）富士クリーン
53 8 田村　慎治 田中石灰工業（株）
54 8 土井　誠 アースサポート（株）
55 8 西村　幸佑 近畿環境保全（株）
56 8 浜野　雅浩 大幸工業（株）
57 8 横山　淳平 （株）横山サポートテック
58 9 安達　哲嗣 （株）オガワエコノス
59 9 大谷　聖 （株）富士クリーン
60 9 北角　治太 甲陽興産（株）
61 9 坂本　貴志 アースサポート（株）
62 9 白坂　悦一 （株）布施興業
63 9 谷口　竜太郎 （株）サンエム
64 9 藤本　三仙 （株）塵芥センター
65 9 吉本　妙子 （株）吉本興業
66 10 江村　範久 中国特殊（株）
67 10 岡野　輝平 浜田化学（株）
68 10 綛田　歩実 （株）明光
69 10 片渕　一真 （株）興徳クリーナー
70 10 川渕　俊典 （株）オガワエコノス
71 10 木村　謙之 木村工業（株）
72 10 金城　寿人 （株）富士クリーン
73 10 久保田　可愛 オオノ開發（株）
74 10 為井　章宏 （株）エコパレット滋賀
75 10 盆子原　和哉 福岡金属興業（株）
76 10 山下　辰彦 （株）京都環境保全公社
77 10 山本　真也 （株）山本清掃
78 10 吉村　享 （株）ヴァイオス



これまで・・・ 

廃棄物処理業者の悩
みを国や行政、排出
事業者に伝える！？ 

これから・・・ 

廃棄物処理業者が積
極的に動きアピール

をしていく！！ 

そして・・・ 

今期の議論はもっと
我々廃棄物業者を
知ってもらおう！！ 

MISSION1 
今期の議論テーマを決める 

結構言うて
きたけど伝
わってるよ

ね？ 

積極的に動
こう！！ 

〝優良さんぱいナビ〟をプッシュ
しよう！！ 



優良さんぱいナビ画面 



MISSION2 
優良さんぱいナビの充実化 

排出事業者 廃棄物業者 

充実化の必要性： 

【環境省主催シンポジウムでの声】 

廃棄物処理業者との接点が少なく
相談相手がいない。行政に確認をす
るも、判断基準がなく選定できない。 

充実化の必要性： 

自社情報を正確にアウト
プットできていないので、
業者判断材料が少ない。 

まずは、西日本ワークショップ各社の活動
をサイトに反映しました。 

目的： 

排出事業者との接点
をつくる。 



どういった時に廃棄物処理業者の情報が必要となるのか・・・。 

1. 事業運営の中で安定的に排出する。 

2. 設備面での変更があり臨時的に排出する。 

3. トラブルにより突発的に排出する。 

4. 適正処理、適正料金など取引条件及び業者の見直し。 

MISSION3 

優良さんぱいナビを周知、共有する 
目的： 

サイト利用者を増加
させ、利用してもらう。 

問題点： 

サイトの存在を知らない人が多い。利用頻度が多くない（シンデレ
ラ商品）ので定着率が悪い。 

実際の利用者は、〝廃棄物
の現場管理担当者〟 

キーワードは
〝現場〟 



工場の現場で利用するサイト状況 

廃棄物処理を進める上でコミュニケーションツールが活用されていないことや、専門知識
が必要な部分が違いとしてある。 

これまで・・・ これから・・・ 担当者 専門知識 

事務用品 文具販売店 
アスクル 

(ASKUL) 
事務スタッフ 必要なし 

工場部品 機械部品販売店 
モノタロウ

(MonotaRO) 
現場スタッフ 必要あり 

印刷業 
店舗へ問い合わ

せ 
ラクスル 事務スタッフ 必要なし 

廃棄物処理 
行政などへの問

合せ 

優良さんぱい 

ナビ 
現場責任者 必要あり 



MISSION４ 
他業界とのリンク 

目的： 

マーケットのニーズに
合わせた対応。 

問題点： 

同業界含め他業界など
のHPでリンクしていない
のが現状。 

検索エンジンで〝産業廃棄物 業者 検索〟とキーワードを入力すると４～５番目にでて
くるので、そこまで悪くはない。 

しかし、より一層の啓蒙を続ける為に、例えば人気サイトのYahoo,Google,Facebookなど
に広告宣伝として掲載できるが利用者はそこにいないことや、膨大な広告費用がかかる。 

他業界とのリンクによる解決を狙う 

費用をかけ
てもイイね

？？ 



MonotaRO様について 
「事業者向けサイト 現場を支えるネットストア」 

会社名  株式会社MonotaRO 

設立年月  2000年10月 

資本金  18億6,539万円（2014年12月31日現在） 

事業内容 事業者向け工場用間接資材の販売 

URL http://www.monotaro.com/ 

強み 通信販売による規模・データベースを活かした低コスト・効率的な販売 

ワン・プライス主義による透明、公正でわかりやすい価格 

800万点の品揃え、200,000点の在庫商品が実現する利便性 

プライベートブランド商品、自社輸入商品で信頼いただける商品を格安
にご提供 

他 当日出荷点数30万点。登録者数140万業者のうち廃棄物処理業者は数

百社の登録があり。現場で即日、必要な物が市場価格で揃うとのことが
あって利用者は増加傾向にあります。 

スマホ専用
アプリもあ
ります！！ 



MonotaRO様との打合せ 
流行の自撮
り棒を使っ
て撮影📷 



MISSION５ 
MonotaRO様との利益創造 

MonotaRO 

現場責任者 
優良さんぱ

いナビ 

目的： 

現場責任者と優良さんぱ
いナビを繋げる。 

問題点： 

MonotaRO様では外部

ページとリンクしてい
ない。 

問題点： 

顧客満足度の為に不用品管理
を。商品を納品したが顧客の廃
棄までは対応できていない。 

問題点： 

納品時の不用品や廃
棄品に困っている。 

我々が、このニーズ2つともに応えることが 

できれば相乗効果として十分評価できる。 



ホームページへのリンク 



MISSION6 
専用バナーを作成 

・検討当初の予定では、経営塾OB会で作成したバナーとして
OB会会員に利用して頂き、啓蒙をする予定であったが、環境
省においても検討事案として捉えて頂いた。 

・今年1月名古屋にて開催された環境省主催の〝創資源パー

トナー発掘フォーラム～優良産廃処理業者との連携から生ま
れる3Rのカタチ～ 〟のつながりを含め、西日本ブロックの複

数案を見ていただいたところ、環境省から修正等の指示をい
ただきながら一つの案に絞り込み、新たなリンクバナーとして
統一的に活用していただくこととなりました！！ 

問題点： 

環境省所管のサイトなの
で勝手に変更はできない。 

目的： 

統一的なバナーがなくサイ
トを周知するのに不十分。 



優良さんぱいナビの新バナー 







最後に 

• 協力のお願い 

• 優良さんぱいナビへの登録、会社情報の充実化（MISSION ２） 

• 各社HPにバナーをリンク（MISSION ３、４） 

• 各社名刺にバナーを貼る（MISSION ３、４） 

• 優良さんぱいナビでの定期的な情報発信や業者選定方法の簡

素化（MISSION ３） 

• まとめ 

• 優良さんぱいナビのプッシュ 

• MonotaRO様へのリンクと情報共有 

• 新バナーの作成 

• 廃棄物業者自ら優良のメリットを見いだす 

 



ご静聴ありがとうございました。 


