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第１３回産業振興フォーラム 

プログラム 

 
１４：００ 
開 始 開会挨拶 首都圏佐渡連合会会長 摩尼義晴 
  佐渡市役所 総合政策監  

 

１４：３０ 
第一部 「佐渡キッチンプロジェクト」 

    株式会社広瀬組 代表取締役社長 廣瀬俊三  
（両津出身） 

 

１５：４０ 休憩 （１０分） 
 

１５：５０ 

第二部 「佐渡島油田化プロジェクト」 

    アイマーク環境株式会社 代表取締役社長 村山由貴男 
（十日町市出身） 

１６：３０ 質疑応答 
 

１７：１０ 閉会挨拶 
 

休憩 （１５分）   

 

１７：２５～１９：２０ 
第三部 懇親会  （場所：食楽園 新潟館ネスパス Ｂ１階） 

 
 乾杯挨拶 

藤井裕士
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２０１２年９月２日 
第 13 回産業振興フォーラム 

 
開  会  挨  拶 

 

佐渡市役所 総合政策監 
藤井 裕士 

 
皆さん、こんにちは。 
私、佐渡市役所総合政策監の藤井と申します。 
先ほどご紹介いただきましたように、昨年４月から国土交通省から佐渡市役所の

ほうに出向して働いております。 
私のほうから、前回の産業フォーラム以降の佐渡市の動きについて３点ほどご報

告させていただきたいと思います。 
 
前回２月２５日のフォーラム以降、なんといっても一番大きな話題は「トキのヒ

ナ誕生」でございます。今年８羽のヒナが３６年ぶりに産まれ、そして３８年ぶり

に巣立ちを迎えました。３８年前はヒナがかえったものの、巣立ちまでを迎えられ

なかったということで、今年は８羽ものヒナが元気に佐渡島内を飛び回っています。

このニュースは首都圏、関西圏をはじめ日本全国に届けられたと思います。このニ

ュースの経済効果は、CM として放送しようとすると何十億もかかるということで

す。TV や新聞を通じて佐渡島もトキも多くの情報発信ができたということでござい

ます。また、世界にもこのニュースは流れておりまして、新しい甲斐市長によると

ブラジルのほうからも祝電が届いたということで世界的に大きなニュースだという

ことでございます。 
この８羽のヒナが産まれて直ぐに市役所のほうで名前を公募いたしました。応募

総数６，０００を超える応募でございます。つけられた名前は、「きぼう」、「き

ずな」など昨今の世相を反映するような名前がつけられておりまして、現在、佐渡

島内を元気に飛び回っているという状況でございます。 
この８羽が全部巣立ちを迎えるということは、環境省に聞くと非常に珍しいこと

だそうです。中国では既に野生のトキがかえっておりますが、ヒナが誕生して巣立

つまで半分くらいは、巣から落ちたり、外敵に襲われたりというなかで、佐渡で８

分の８すべてのヒナが巣立ったというのは、まさに奇跡的なことだそうですので、
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非常に明るいニュースをお届けできたのかなと思います。 
  
２点目でございます。トキのヒナ誕生が今年４月２２日に確認されましたが、同

じ時期にもうひとつ誕生したものがございます。新しい市長、甲斐元也でございま

す。４月１８日に就任いたしまして、現在合併８年を迎えた、その次の任期に当た

っているということでございます。 
佐渡市の課題を甲斐市長はこう言っております。 
５つの大きな課題があると。そのうち、３つのＫ、３Ｋの課題が特に必要だと。

そのＫというのが、雇用、観光、過疎。この３つを重点的に取り組もうと。そして

その他２つ、行政改革と防災の２点。 
これが甲斐新市長のお考えでございます。 

 
その中で特に雇用の関係でございますと、本日、講師をしていただく廣瀬さんに

は、佐渡の雇用創出のため、市役所に設置した官民協働委員会の委員としてご議論

頂いておりますし、村山先生にも今後の若者の雇用拡大のために佐渡島でインター

ンシップを行って頂いております。 
そういったお二人のお話が今日、聞けるということで、私も楽しみにしております。 

 
市長の政策の考え方と、もうひとつ、職員に対して市長が言っていることがござ

いまして、２Ｓ３Ｋです。２Ｓというのは「サービス」と「スピード」です。行政

事務を行う上で常に市民の目線にたってサービス精神をしっかり持ちましょうと。

そして当然サービス精神を持った以上、しっかり行政の動きについてもスピード感

をもってやるということ、この２Ｓを職員に周知徹底しているところでございます。 
 
また３Ｋのほうなんですけれども、まず「空気を読む」ということ。現在の佐渡

市役所や島内の動きをみるだけではなくて、県内にどういう動きがあるのか、ある

いは日本全体、あるいは世界がどういった動きをしているのか、そういった動きに

も敏感に反応するようになりましょうというのが、空気を読む。もうひとつのＫ、

これはちょっと点々がつくのですけれども、「現場を知る」ということ。市役所の

デスクにこもっているだけではなくて、しっかり現場の事業者さん、住民が何をや

っているのかということで、しっかり現場をみましょうという現場のＫ。そして

後のＫが「検証」でございます。 
市長はこの２Ｓ３Ｋを守れば、いくらでも責任をとると。常に各職員がやってい
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ることについて２Ｓ３Ｋ、常に検証をしながら業務を行っていけば、そこで生じた

ミスは全部俺が責任をとると甲斐市長はおっしゃっております。ただし、それが守

られないときは、おまえらしっかり責任とってもらうぞと、職員を脅しながらです

ね、いろいろ緊張感をもって今、甲斐市政が発足しているところでございます。 
 
また、甲斐市政の特徴と言いますか、平成１６年の市町村合併からみますと、前

高野市長は旧真野町長から合併協議等で相当、ご苦労、ご尽力をされたわけでござ

います。その後誕生した甲斐市長は、ある意味で合併当時のしがらみもなく、ある

程度はあるのだと思いますが、高野市長との違いはそういうところで、フットワー

クが軽いというか動きやすいところはあるのではないかと感じておりますし、とに

かく行動が非常に早いです。２Ｓ３Ｋというだけあって、非常に判断も早くすぐア

クションをおこすというのが新しい甲斐市長、甲斐市政の特徴かなと思っておりま

す。 
 
３点目のご報告です。これはちょっと簡単になんですが、今年の６月資源エネル

ギー庁から発表されました、佐渡の小木沖３０キロメートルで石油の試掘を行うと

いうニュースが出ておりました。これは資源エネルギー庁の国策として、日本海側

領域のエネルギー開発を行うというプロジェクトの一貫で、小木沖の３０キロメー

トルの地点でメタンハイドレートの試掘を行うということで、調査船で調査を進め

ていたのですが、来年の４月に試掘作業を行うということがリリースされました。 
 
この事業は、既にジェイエックスという会社が受注しておりまして、来年の４月

に向けて準備をしているというところですが、具体的な情報はまだありません。ジ

ェイエックスにいろいろ話を聞いているのですけれども、試掘の拠点を小木にする

のか、上越にするのか、そのへんもまだ手探りのようでございまして、来年４月に

向けて検討している状況でございます。 
この３点が私のほうからのご報告ですが、今年の４月トキのヒナと、甲斐市政が誕

生し、合併１０年に向けて進んでいるということです。 
 
佐渡島内、われわれも頑張るところは頑張りますけれども、是非、佐渡出身の皆

さまにも、外から見た佐渡の価値、刺激を与えて頂ければ、われわれ佐渡島民も一

生懸命頑張っていきますので今後とも宜しくお願い申し上げます。 
どうもありがとうございました。 
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廣瀬 俊三（ひろせ としみ）プロフィール 
 
昭和３３年８月 福井県大野市に生れる 

昭和３７年 両親と共に佐渡島に移住。（ 初は畑野町小倉に、後に両津市に

転居。両津小学校、両津南中学校を卒業 

昭和５２年３月 佐渡高校を卒業 

昭和５２年４月 日本大学理工学部土木工学科に入学 

昭和５６年３月 同校卒業後、東急道路株式会社に入社（２年間東京都内で夜間工

事など都市部特有の道路工事の施工管理を経験） 

昭和５８年３月 佐渡島に帰り、父経営の株式会社広瀬組入社。公共土木工事（海

岸道路、漁港施設、砂防ダム、土砂崩れ災害復旧工事など）を経

験。その後、父の廣瀬亮一（当時社長）より指導を受けながら、

営業や経理の実務を担当 

平成５年４月 代表取締役社長に就任 

平成８年 一年間、佐渡青年会議所の理事長に就任（佐渡の人口問題や大型

空港誘致についての活動） 

平成１０年 新潟県建設業協会佐渡支部の副支部長に就任 

平成１３年 子会社の（有）ライフ・プランニングで飲食事業をスタート（両

津・金井・新穂地区にて高齢者宅配弁当事業、翌年からは新潟市

にてドトールコーヒーショップなどのＦＣ展開） 

平成２０年４月 一期二年間、佐渡労働基準協会会長に就任 

平成２３年４月 両津建設業組合の組合長に就任 

平成２３年７月 株式会社シンワシーデリカを設立し、新規事業として水産加工販

売をスタート、現在に至る 
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２０１２年９月２日 
第 13 回産業振興フォーラム 

 
第一部 講演 

『佐渡キッチン・プロジェクト』 

 
株式会社 広瀬組 

代表取締役社長 廣瀬 俊三 
 
皆さん、こんにちは。 
佐渡市秋津にございます、株式会社広瀬組の廣瀬俊三でございます。 
本日は産業振興フォーラムにお招きをいただきまして、大変ありがとうございま

した。このような意義のある会にお招きいただきまして、恐縮しているところであ

りますが、せっかくの機会ですので私のほうからは佐渡の建設業全体の状況とこれ

からの役割ですとか、また厳しい状況の中で新分野への進出の事例もありますし、

そのへんのお話しをさせていただきながら、また私どもで具体的に新しくチャレン

ジしている内容につきましてもご紹介をさせていただきたいと思います。ありのま

まのお話しをさせていただきますので、是非、首都圏の皆様方から佐渡をみた視点

で、私どもの業界、私どもの会社の取り組みに対しまして、ご指導やご助言を頂け

れば大変ありがたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 
 
それではパソコンを使ってご説明をさせていただきますので宜しくお願いいたし

ます。 
 
 

～ 佐渡は食材の宝島 食の新しいスタイルを提案 ～

代表取締役社長

廣瀬 俊三

１．自己紹介及び弊社の事業の変遷について

２．佐渡の建設業界の現状と今後の課題

３．建設会社の新分野進出の事例

４．「佐渡キッチン・プロジェクト」

５．これからチャレンジしたいこと・・・

６．まとめ

2
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１．自己紹介及び弊社の事業の変遷について 

 私は生まれたのが福井ですけれども物心ついたときには佐渡におりましたので、

自分では佐渡がふるさとだと思っております。父は５年前に亡くなりましたが、福

井から佐渡に移住をしまして建設関係の会社をいくつか立ち上げました。私は子供

の頃から、父からお前は会社の跡継ぎだと言われて育ちました。小学生の時から何

故かよく工事現場に連れていかれ、山道でよく車に酔ってつらい目に遇ったことを

覚えています。今、考えてみるとあの頃から知らずしらずに父に洗脳されていたの

かも知れません。そんなわけで、私は特に抵抗することもなく佐渡高校卒業後、日

本大学理工学部の土木工学科に進みました。大学を卒業して、東京で東急道路とい

う道路建設の会社に入社させて頂き、湾岸高速の大型ＪＶ工事なども経験できまし

たし、都内の交通量のとても多い中での道路工事や、夜間工事などで、厳しい中で

少しは根性を鍛えられたかと思っております。いい先輩方にも恵まれ、人との繋が

りとか大切なこととかを教えていただきました。 

 そして、佐渡に帰り広瀬組に入社してからは、はじめは工事の管理、営業や入札

業務など、各部署の仕事を一通り経験し、ちょうど今から２０年前の３４歳の時に

社長を引き継ぎました。 

 その頃の佐渡は公共事業も多くあり建設会社はどこも忙しく、業界全体が活気に

溢れていました。ところが、私が社長に就任した頃から全国的に公共事業費が減少

し始め、業界全体に先行きへの不安感が出てきました。当時うちの関連会社が何社

かありましたが、採石の会社やその石を運ぶ運搬船の運営会社など、すべてが公共

工事がらみということですので、このままでは将来、グループ全体で売上が厳しく

なると考えるようになりました。そして、まだ本業の建設業に体力があるうちに、

他の分野で別の経営の柱を作らないといけないと考え、異業種へのチャレンジをし

始めたわけです。その時に鉄則といたしまして本業周辺の分野から始めた方が無難

だということがありました。そういうわけでダイオキシンの除去技術ですとか、維

持メンテナンスということでコンクリートの構造物も年数がたった中で、それを保

守する技術なんかにチャレンジいたしましたが、建設業の範疇ということもあり、

あまり伸びのある事業にはなりませんでした。そんな中で、全くの異業種の高齢者

専門の宅配弁当事業を平成１３年から始めましたが、ところが、佐渡は高齢化率は

高いんですが、元気なお年寄りが多いということで、弁当を取って食べるという形

態は浸透しにくく、何より配達効率が悪く、収支が合わない状態がずっと続きまし

た。それでも、そのお弁当に頼っていただいているお客様もおられましたので、簡

単には撤退できませんでしたが、２年ほど前からライバル店が進出してきて、それ
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を契機に昨年の春に撤退しました。これは失敗事例です。 

 また、新潟での飲食業なら、公共事業や景気に左右されにくいと素人なりに考え、

平成１４年からは新潟市でドトールコーヒー店を４店、パスタ店を２店、この経営

権をＦＣ本部から取得し、今年で１０年になります。この新潟での飲食業を通して、

食ビジネスの醍醐味とやり甲斐を体感してきたことも、足元の佐渡に戻って、佐渡

の素晴らしい食材を活かした商品の開発として、「佐渡キッチン」の事業に繋がっ

てきたとも言えると思います。 
 ほかにも失敗はありましたけれども以上が、弊社のこれまでの新分野進出事業の

概要です。 

 

２．佐渡の建設業界の現状と今後の課題 
 それでは、次に佐渡の建設業界が今ど

んな状況かをお話しさせて頂きたいと思

います。まず、佐渡の公共事業予算です

が、このグラフをご覧いただければお分

かり頂けると思いますが、平成１０年頃

まではだいたい５００億あった公共事業

予算ですが、平成１０年度から年々予算

が削減され、昨年はついに２００億円を

割り込み、約三分の一の予算になってし

まったという状況です。 
 平成１０年はたまたま災害がありまして、そのせいで数字が上がっていますが、

それ以前はだいたい５００億前後の期間が長かったかなと思います。 
 
 そして、佐渡の建設会社数なんですが、

これだけ公共事業が減っているにも関わ

らず、公共事業に入札参加している建設

業者は１０７社ございます。この会社に

各々A,B,C,D のラングがありまして、こ

の構成も含めまして、会社数はこの１０

年、１００社以上ということで、ほとん

ど変わっておりません。ですから、当然、

競争も経営も厳しくなっているというの
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が実情です。大変乱暴な計算ですが、この１０年で１社平均５億の受注から、２億

ほどに減ってしまったというところです。 
また、この１０年で県や市の公共工事の入札制度が大きく変わり、指名競争入札

からより自由競争の度合いが高い一般競争入札などに変わり、そのことも競争の激

化に拍車をかけました。 
 競争が激しくなり、各建設会社が安定的な受注が確保できなくなると、社員数の

多い会社ほどリスクは高くなり、経営が難しくなります。その結果、どうしても雇

用の調整とか削減の話にもなりました。約１０社ある島内のＡ級業者ほど、この１

０年は大変だったと思います。雇用や設備投資が減少し、佐渡の経済に大きな影響

を与えていることは間違いありません。 

 
 このような建設業界の衰退が別の所に

も影響を与えています。今、全国的に問

題になっているのが、災害対応空白地域

です。 

 公共事業予算の減少に伴い、地方の中

小建設会社の仕事量が減り、経営状態が

厳しくなり、今までは地域貢献の一環と

してやってきた、除雪対応や、災害時の

緊急対応が出来なくなっているというこ

とです。経営状況が悪化すれば、労働力や機械力は 小限の確保しかできず、緊急

時に対応する機動力などに余裕が無くなっているということです。 

 そういう災害対応空白地域が今後益々増加すると危惧されています。佐渡も離島

であり、地形的にも大変厳しい条件の中で暮らしている島民が多いですし、それに

加えて 近の台風、爆弾低気圧、ゲリラ豪雨、大雪、など自然災害がパワーアップ

しています。このことだけでも、私達佐渡の建設業の使命であります「佐渡島民の

安全、安心を守る」という役割が今後は益々大きくなると思っています。 

 
 ここで、近年増加している佐渡の自然災害についてお話しさせて頂きたいと思い

ます。 佐渡は本土に比べたらまだまだ災害に弱いところが多くあると感じます。

私が経営を引き継いでから二度の大きな災害復旧工事を経験しました。 

 

5
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 平成１０年８月には両津の東立島を中

心に大雨による土石流が発生し、集落に

大量の土砂が流れ込み、後日激甚災害に

指定されたほどの被災規模でした。近く

でうちの会社が県の工事を請け負ってお

り、災害当日は早朝から現地に駆け付け、

自衛隊さんと一緒に土砂撤去等の作業に

当たりました。東北大震災でもそうでし

たが、災害時は人力に勝る自衛隊や消防

団の皆さんが大きな役割を果たすわけですが、そこには必ず連携する建設会社の機

動力が必要で、パワーショベルやダンプを使用し、土砂撤去や通路を確保する作業

が先行しなければならないわけです。こういう、大雨による災害は大小含めれば佐

渡でも毎年起きています。つい 近７月にも佐渡で大雨による河川災害や道路冠水

があり、その時にも各地区の建設会社が緊急出動したばかりです。 

 
 そして、平成２０年２月には１００年に一度あるかないかという規模で、両津を

中心に甚大な被害を受けた高波災害が発生しました。強い冬型の低気圧が猛烈に発

達し、佐渡では鷲崎、北小浦、水津の３つの漁港がことごとく破壊されました。弊

社が永年建設工事に関わってきた水津漁港でも、数十年かけて整備してきた防波堤

が 次々と押し寄せる大波で数時間の内に破壊されました。その時の様子を私自身

が現場でデジカメの動画で撮影した映像をご覧頂きたいと思います。 

 私が駆けつけたときには、もう二十数年かけてつくった外側の防波堤がほとんど

ひっくり返っている状態でした。沖にある防波堤もずたずたに破壊されているのが

判ると思いますし、手前にある陸続きの防波堤も大破しておりました。 
 私どもの作業船が係留してあるのですけれども、９本繋いであったロープが 後

は１本きりになってしまって、流れ出てしまう直前でくい止めたという状況でした。 
 この日の一番大きな波が、漁協の事務所にはいりこんで、けが人が出てしまいま

した。漁船も陸に打ち上げられてしまいました。この時は４人の方が救急車で運ば

れたのですけれども、道路も寸断されてしまって、別の道路を通ってきましたが２

時間くらいかかりました。お一人重症であとは軽症で、幸い命には別状はありませ

んでした。 
 漁師の方たちが、自分の船を守ろうとして海に転落して、それを助けだすような

シーンもありましたし、よく犠牲者がでなかったなあという災害でした。 

平成１０年８月には両津の東立島を中心に大雨

による土石流が発生し、集落に大量の土砂が流れ
込み、後日激甚災害に指定された。

平成２０年２月には１００年に一度あるかとい

う規模で、両津を中心に甚大な被害を受けた高
波災害が発生しました。

6
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 本当に規模の大きい災害で、漁船も何隻か沈みましたし、網も流されましたし、

それらを引き上げたりで災害復旧工事には大変な時間がかかりました。 
 残念だったのは、漁船は保険にはいっているので、まだよかったのですが、漁具

や漁網などは保険が高いらしくて、保険に入っていない漁師の方が多くて、２００

〜３００万かけて網を買っても年齢も年齢だし、これを機にと漁師をやめてしまう

方が２～３人いたかと思います。 
 
 この災害復旧工事では、これまでに経

験の無かったような工事のやり方や、大

きな規模の工事を施工しました。その一

例をご紹介したいと思います。 
 これは、漁港の入り口沖合に独立して

いる防波堤にコンクリート打設を行った

時の映像ですが、作業台船に生コン車を

３台も４台も載せて、沖の防波堤の工事

を行った時期もありました。こんな工事

はあまりないので、生コン車の運転手さん達も 初は不安だったかも知れません。

何とか、無事 後まで生コン車を海に落とすような事故もなく完了し、新潟県知事

から優良工事の表彰を受賞することができました。 
 
 こちらも一般の方には珍しい光景ですのでご覧頂きたいと思います。今回の災害

では、防波堤が２００ｍ以上被災したのですが、完全にひっくり返った部分は破砕

して新しく作るのですが、傾いて残っている防波堤は、その本体の部分を据えなお

して防波堤を作りました。その工事の映

像を見て頂きたいと思います。 

 これはケーソン工法というのですが、

このケーソンの内部は砂などが詰まって

いて、海中に設置されていているのです

が、これを修理するために、今回はその

中の砂や海水を排出しながらケーソンを

浮かべて移動しました。岸壁の方まで持

ってきて、土台を直したうえでまた、元

の場所に設置するという作業でした。こ

7
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れは重いものですから、波にも影響されますし、防波堤にぶつかりそうになったり

と大変苦労をしました。 

 こんなことも含め、約３年間で災害復旧工事を完了し、現在は更に改良を進めな

がらまた大波が来ても漁船をしっかりと守れる漁港に戻ってきています。 
 

 今、漁港の真ん中に「復興記念の碑」が建立されていますが、この復興工事に漁

民の皆さんと連携して携わってこられたことで、弊社と漁民の皆様との絆を強くさ

せて頂いたと思っています。そのことも、このあと紹介させて頂く「佐渡キッチ

ン・プロジェクト」に水津漁協様からの後押しに繋がったのです。 
 
 私達、佐渡の建設業者は災害以外でも

地域に貢献しています。まずは、除雪作

業についてですが、１２月から３月まで、

県と市から委託契約を頂き、各建設会社

が路線を分担し、降雪時の除雪作業を実

施しています。この数年は降雪量も増え

ていて、気候変動の影響で、時々相川地

区や南部地区も含め全島でも降雪があり

ます。この除雪作業は、島民の皆さんの

通勤、通学の前に完了しなければなりませんので、深夜から早朝に実施します。で

すから、除雪作業員への負担も大きく、専用機械の保持も含め、決して経営的には

良い仕事ではありませんが、地域貢献のために建設業協会や各地区の建設業組合の

所属建設会社で分担して対応しています。 

 
 ところで、災害といえば新潟県では過

去に大きな地震が発生していますし、東

日本大震災の津波の大きな被害を踏まえ

て、新潟県の津波対策の議論も高まって

います。 近新潟県が発表した津波想定

データでは、今までの津波浸水想定が大

きく見直されました。その中で、Ｍ７級

の地震を想定し、佐渡市南東部が 大で

６．５ｍの津波が来襲するということで

前浜中学校

河崎県道

野浦県道

除雪区間分担図
9
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す。しかも、問題は到達時間ですが、今までは５～３０分以内でしたが、今回の発

表では５分以内に到達すると想定されています。地震発生から５分以内で高いとこ

ろに避難というのは相当困難だと思いますが、いずれにしても普段からの避難訓練

等も含め、津波対策の啓蒙活動は急務だと思います。 
 
 新潟県建設業協会では、今年県内の海

岸地区を中心に津波警告の海抜表示ステ

ッカーを設置する活動を行いました。佐

渡地区でも、学校や幼稚園、公民館、役

所などを中心に、島内約５００か所に設

置しました（ここは、海抜○○Ｍ ゆれ

たら高いところに避難しましょう）。子

どもたちや地域の方々が、普段からこの

ステッカーを目にしていれば、そこが津

波にたいして安全かどうかわかるようになり、いざという時に行動に移せると思い

ます。建設業界が持ち前の測量技術を使って、地域貢献しようとしている一例です。 
 これについては、新潟県建設業協会の会長の本間組の社長がいち早く動いていた

だいて実現されました。佐渡支部は一番早くに５００か所に設置させていただきま

した。 

 ここまでが、建設業界の現状と自分たちが果している役割のようなことをＰＲさ

せていただきました。 
 

３．建設会社の新分野進出の事例 
建設業界は先ほどご説明いたしました

ように、ここ１０年ほど、大変厳しい状

況の中でもがき苦しんでいるわけですが、

いろいろな会社さんが新分野に進出され

たり、それは自分たちがお世話になった

地域に対するご恩返しも含めた地域起こ

しを含めたもので、これからは公共事業

を待っているだけではなくて、その地域

に貢献する事業が興せないだろうか、と

いうことで動いている会社さんも多いか

両尾小学校体育館

河崎公民館

11

かもこ観光センター

(株)ハッピーステーション

セーブオン
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と思います。 
 ここで、佐渡における建設会社の新分野進出の事例についてご紹介させて頂きま

す。 

 新分野進出については、やはり佐渡での草分けは遠藤建設さんだと思います。前

社長の遠藤幹彦さんは２０年以上前から、今後公共事業の仕事は半減するから、新

しい分野に進出するように、と口癖のようにおっしゃっておりました。そして、観

光業のかもこ観光センターの運営や、飲食業、そして島内唯一のコンビニを展開し

てきました。コンビニは、現在セーブオンを両津２店、金井２店、佐和田、相川、

真野、畑野、羽茂は９店舗目になっています。 
 
 その次に積極的だったのは佐和田の伊

藤建設さんで、いわゆるほか弁を両津と

佐和田に、つぼ八などの飲食店、そして

農業生産法人で海洋深層水使用のこしひ

かりや酒米の生産などにも進出されてお

ります。それから先日新潟日報にも報道

されたのですが、人材派遣・お仕事の紹

介の佐渡キャリアスタッフという事業を

やっておりまして、佐渡に戻って来られ

る UI ターンの相談会というような地域貢献のようなお仕事もされておられます。 
 

その他の建設会社の事例として 

①両津地区では、堂谷組さんが２年ほど前から椎茸栽培実験を始めていて、今後本

格参入を予定されています。 

②佐和田地区では坂口組さんの社長さんが牡蠣の養殖事業の取組みを行っています。 

③澤根建設さんは、五十里財産区の管理する山で、まつたけを中心に多種のきのこ

の栽培をし、販売をしたり、食事処など開発の計画をしております。 

④相川地区では岩崎建設さんが観光ホテルみさきの経営をしています。 

⑤畑野地区では根岸組さんがトキのエサ用にどじょうの養殖を行っています。現在

トキ保護センターに納入していますが、将来は食用にもチャレンジしたいそうで

す。 

 以上は私が把握している建設業協会の会員企業のチャレンジの事例ですが、それ

以外の企業でも本業の建設業以外に網元をやったり、変わったところではダチョウ

ホットモット佐和田店

つぼ八佐和田店佐渡キャリアスタッフ
13
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を飼育したり、色々な試みをされております。 
また、先ほど藤井総合政策監からご紹介がありましたように、甲斐新市長の指示

で、佐渡市役所内で委員会が立ち上がり、一次産業と建設業の連携による第二次創

業をテーマに活動が始まりましたし、これから色々な新たなチャレンジが出てくる

かもしれません。そんな意味では、是非首都圏の皆さんから「佐渡のこの産物を、

こんな形で加工してみたら首都圏ではニーズがあるのでは？」というようなアドバ

イスが頂けたらと思います。 
 
４．佐渡キッチンプロジェクト  
 それでは、ここからは私達の新しい試

みであります「佐渡キッチン・プロジェ

クト」についてご説明させて頂きます。 
 
① 事業の経緯と目的 

ン・プロジェクトが始まり、今に至って

いるかをご説明いたします。 

 ３年前に、市役所さんの呼びかけで、

建設業協会が国の助成金を使って、地域

の活性化策にチャレンジしたのがきっか

けです。この時の市役所の担当が、当時

の甲斐副市長でした。この助成事業は、

国土交通省の「建設業と地域の元気回復

助成事業」という名称で、地域の建設業

の人・物・ノウハウを活用して、地域の

一次産業や福祉、環境、観光などの異業

種に取り組み、地域づくりの担い手であ

置」、「スッポンの養殖」など、今でもやってくれたら面白いなと思うような事業

のプランがありました。 

 その中で幸い私どもの提案は、普通の魚に付加価値をつけて販売するということ

14

「佐渡の普通の魚に付加価値を!!」
国土交通省「建設業と地域の元気回復助成事業」

水津漁協様が平成２０年の高波災害復興記念事業に

平成２３年４月国土交通省フロンティア事業

１０月より水津新加工場が操業開始

７月 ㈱シンワシーデリカ設立

15

 まず、どんな経緯でこの佐渡キッチ

る建設業の力（人・物・ノウハウ）が残っているうちに活力の再生と、同時に地域

の活性化を図るという目的の事業でした。この時に協会員から１０くらいのプラン

がありました。その中には「世阿弥ロードの整備」ですとか、「外用トイレの設
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で、これを国土交通省の助成事業に申請しましたところ、採択されましてスタート

したというところがきっかけです。 
 
具体的な事業の内容としましては、今まで活かされなかった水産資源を更に活か

すために、加工をして販売していこうということです。先ほど申しましたように、

この事業は地域の人たちとの連携が必要という助成金の条件だったんですが、先ほ

どの水津の高波災害から１年経っており、ようやく復興に向けて頑張って行こうと

いう雰囲気が水津の皆さんにも出ていた時期で、復興記念プロジェクトとして建設

業協会と一緒にやっていこうということになったわけです。 
 
この事業の元々の発案者は鷲崎の「寒ブリ祭り」をはじめた、山口栄一郎さんと

いう藤栄建設さんの社長さんですが、その人の持論で、寒ブリ祭りをやってきた中

で、ブリは売れるけれども他の魚は、せっかくいいものが獲れてもしっかり値がつ

いて売れなく廃棄同然でもったいない、これはなんとかしなければならないという

ことがありまして、そこから私どもがお手伝いと言うことで、あと遠藤建設の社長

さんも含めて一緒に、このアイデアを出して採択されたわけです。 
 
この助成金を使って２年間、商品開発や販路開拓に取り組みました。そして、２

３年の２月にこの元気回復事業が終了したわけですが、その後は民間で引き継ごう

ということで建設業協会の方から過去の経緯もあるので、そのまま広瀬組と遠藤建

設の２社でやっていこうということになったわけです。それについては、やはり初

期投資的なこととか、専門家にお願いするにもお金がかかるということで、何か助

成金がつなげられないかと思っていましたところ、ここでまた、国土交通省のフロ

ンティア事業という助成も新たに得ながらこの２社でこの事業を推進していくこと

で現在にいたっております。その助成もこの１２月で終了となります。 
そんな中で昨年の７月に私どもの新会社、(株)シンワシーデリカという会社を立ち

上げました。１０月から水津漁協さんの漁協事務所の隣に場所をお借りしまして新

工場を設置していただき、そこをシンワシーデリカが借り受けて、本格的に商品加

工を始めたわけです。 
 

  佐渡の水産物は少量多品種で漁獲が不安定なので、ブリとかマグロなどの高級魚

は別として、アジとかタラなど普通の魚は輸送コストや鮮度保持の問題とかで、そ

のまま鮮魚としては島外に売りにくい。やはり、加工をして付加価値を付けて売る
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とって大切な水産業の活性化に繋げるという事業でございます。 

 
② 商品について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 佐渡の魚介類は多品種少量のため、また航路流通コストが高いため、大量に低価

格で市場に商品を供給することが出来ません。佐渡が選択すべきは、「高付加価値

化」と「差別化」の方向性しかないということです。私たちの商品コンセプトは、

まず第一に漁港直結の加工場で、水揚げされた魚を新鮮な状態のうちにすぐに一次

調理をするということです。そして、第二には人工調味料等は使用せず調理すると

いうこと、これは食の安全・安心にかかわることで、この無添加というコンセプト

は大事にしていきたいと思っています。そして第三には素材の魅力を 大限に引き

出す先進的調理法（真空低温調理など）を採用するということです。このようなコ

ンセプトを実現して商品化するために、料理の専門家でありシェフである先生から

３年来の指導を頂いていて、これまでに都市部エンドユーザー向けの商品として、

ブイヤベースやパスタソース、シーフードカレーなどのシリーズ、そして鯵や鱈、

ズワイ蟹のオリーブオイル漬けシリーズ、そして蟹、海老、白身魚のペーストシリ

ーズなどを加工、販売しています。 
 商品をいくつかお持ちしましたので、後ほど懇親会で是非ご試食いただければと

思います。 

佐渡の魚介類は多品種少量
航路流通コストが高い

佐渡が選択すべきは、「高付加価値化」と「差別化」

１）漁港直結の加工場ですぐに一次調理

２）人工調味料等は使用せず調理

３）先進的調理法（真空低温調理など）を採用

16 17

こと。佐渡の海でとれた魚が普通の魚でも、もっと活かされて商品化され、佐渡に
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 佐渡テレビで、私たちの取組みが紹介

されました。そのビデオをここで紹介し

たいと思います。（ビデオ映像） 

③ 販売先について 

 新工場が完成してようやく１年になろ

うとしていますが、販売先についてはま

だまだこれからというところです。 
 
 インターネット販売では、「佐渡キッ

チン」と「イングレ」という二つのホ 
ームページを立ち上げております。二つ

のブランドは少しずつターゲット顧客を

変えており、佐渡キッチンは三越伊勢丹

などの百貨店向け商品、「イングレ」は

もっと値ごろ感のある親しみやすい商品

と位置付けています。 

 これまでに伊勢丹新宿本店には実績が

でき、今年７月には地下食品売場で二週

よろしくお願いいたします。 
  

 また、６月末からは目黒の学芸大学前駅近くにお店がございます、グッドフォー

チューンファクトリー様で販売して頂いております。今現在は立川エキュートにも

出店されており、そこでも販売して頂いています。 
 
 島内のお土産屋さんでは、６月から加茂湖センターさんと佐渡汽船ターミナルの

18

インターネット販売・・・ＨＰ「佐渡キッチン」、「イングレ」

伊勢丹新宿本店 ・・・７月に「キッチンステージ」に参加
秋からは「オンリーМＩ」に特集予定

グッドフォーチューンＦ（学芸大学前、立川エキュート）

島内のお土産店 ６月から販売スタート

（かもこ観光センター様、佐渡汽船ターミナル内仲見世観光様）

19

間「キッチンステージ」の料理イベントに参加いたしました。毎日夕方前までには

売り切れている状況でございまして、私たちの素材を使ったシェフの方のお力なの

か、とは思いますが、大変好評をいただきました。良いレシピを開発するのが、こ

のような食材の販売のコツなのかな、と勉強させられました。また、９月１２日か

らは「オンリーМＩ」シェフズ・セレクションに出品準備中で、新商品販売の準備

を進めております。佐渡サルサということで、サルサソース（いか、サザエ、カニ、

甘エビの４種）を販売することになっております。 
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仲店観光さんで販売させていただいております。 

 
 その他、セブンネットアイなどのネット販売、カタログ販売のハーモニック様に

も出品交渉中です。 

 
 以上はエンドユーザー向け商品の販売先についてですが、それ以外にホテルさん

や学校給食用に業務用としての半完成品のプレクック商品も生産しております。 

 佐渡島内においても、私達ならではのお役立ちを模索してまいり、少しずつ実績

が出来てきました。 

 
④ 業務用プレクック商品 

 ２年ほど前に市役所さんからの紹介で

学校給食の仕入担当の職員の皆様との情

報交換がはじまりました。それまでは、

佐渡市としては学校給食に地元の魚介類

を少しでも多く使用したいという目標が

ありました。しかし、現実は価格の問題

から、魚類の食材は島外の食品会社から

かなり多く仕入れているという実態でし

た。現在は、私たちの加工場で作った魚

のフライやコロッケなどの食品を佐渡島内の学校給食に定期的に納めさせて頂いて

おります。昨年度はようやく魚類の地元食材の使用率が達成出来たと新潟日報でも

報道されました。併せて、同じような業務用商品を自衛隊佐渡基地の隊員用給食施

設にも納めさせて頂いております。 
 
 島内のホテルやレストランなどで、夏場の魚が少ない時期にでも美味しく食べて

頂けるような加工品をつくりたい。観光客だけを考えても、夏場の観光のピーク時

にせっかく佐渡に美味しい魚介類の料理を期待して来たお客さんに、今の時期は魚

がありませんでは申し訳ない。刺身は無理にしても、加工品を使って佐渡ならでは

の料理を提供することはできます。佐渡は素晴らしい食材の宝庫ですし、果物や野

菜、山菜も使って、ブリかつ丼だけでなく、美味しい料理は色々できるはずです。

ホテル関係の皆さんと連携しながら進めていきたいと思います。 

 島内だけでなく、首都圏のレストランや結婚式場にも業務用プレクック商品をお

佐渡市の地元食材使用率の目標達成に

（地産地消や子供たちの食育にも貢献）

学校給食

観光のお客様

お土産
佐渡らしい本当の佐渡産のお土産を
作っていきたい

夏場でも美味しく食べて頂ける加工品

（加工品を使って佐渡ならではの料理
を提供する）

20



－ 20 － 

使い頂けるよう、色々なルートを使って

営業展開しております。 

 また、佐渡らしい本当の佐渡産のお土

産も作っていきたいです。今年エビやカ

ニのラー油など、新しいお土産品も売り

出しており、今現在、かもこ観光センタ

ーさんや佐渡汽船ターミナルの仲見世観

光さんでも販売して頂いていますが、今

後ともいいものを一緒に企画し、売り出

していきたいと思います。 

 

 以上、佐渡キッチンの事業について説明をさせていただきました。 

私たちの事業はまだまだ成功にはほど遠い状況で、課題山積です。 

しかし、「佐渡の食材」の魅力と可能性を信じて、一つひとつ丁寧に佐渡ならでは

の魅力ある商品を作り、根気よく情報発信していけば、必ず活路を切り拓けると思

っています。首都圏の皆様からも今後とも皆様からご指導の程よろしくお願いしま

す。 

 
５．これからチャレンジしたいこと・・・ 
 それでは、 後にその他これからチャレンジしたいことをご紹介させて頂きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 これは、ここ２、３か月で急進展したプロジェクトです。私の家内の関係の元植

田旅館という明治時代の建物が金井の中興にあり、二十数年空き家状態でした。今

ではあまり残っていない古い珍しい建物なので、何か活用する方法がないかと親戚

安定的な売上

生産の効率化（手作りのデメリットの克服）

生産スタッフの質的、量的増強

（生産技術の向上、地元パートさんの活用）

原材料（魚）の安定的確保（高齢化による漁の減少）

トレーサビリティー 産地証明、生産者表示等

二年目での収支黒字化

21

【植田屋とは】
単なる旅館ではなく未来を誓いあう結婚式を

行ったり佐渡の未来を語りあう空間であったり
と佐渡の発展の礎そのものであった場所（文
献資料より）

22

【植田屋を佐渡の物産・観光の情報発信基地にする】

【佐渡の若手実業家が集う場所にする】

１．佐渡もんの配送拠点
２．佐渡物産の販売所
３．観光情報の発信拠点
４．植田屋自身を観光地化していく

１．佐渡の若手実業家等にスペースを格安で貸し出す
２．サロンとなる空間を造り出す
３．各種勉強会などを植田屋で行う
４．佐渡島内と島外の企業が接触できる場を創出する

【植田屋をインキュベーションセンターにする】

広瀬組
tane

CREATIVE

企業

個人事業主

賃貸借
転貸借

Taneが自分達以外の入居企業を募集し、
家賃分をなんとか集めます。

23
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皆で話し合ってきたのですが、あまりいいアイデアが無く、今に至りました。とこ

ろが、今日もこの会にご参加のタネ・クリエイティブの榎さんに見て頂いたところ、

素晴らしい提案が浮上しました。 
 
 ここを拠点に、佐渡の若い起業家たちが夢を目指して仕事をするインキュベーシ

ョンセンターに、という企画でした。これには、今日の講師の村山さんもご協力を

頂いており、今補修、改修工事を進めており１０月までにはスタートする予定です。

植田旅館は先人たちが「佐渡の経済発展のために」語り合うサロン的な建物だった

らしく、そんな先人の思いを引き継いで、やる気のある若者たちが、佐渡の発展に

役立つ 先端の仕事をする。本当に、ワクワクするようなプロジェクトとなりまし

た。そう言えば、先週の日経新聞の第一面に出ていましたが、経済産業省が来年度

に、ＩＴ企業など一万社起業支援を行うそうで、「小さな企業未来補助金」として

数百万円の補助を始めるそうです。そんなものも使って起業する人たちがここを拠

点に広がると素晴らしいと思います。 

 そして、本当に偶然ですが、先月、首都圏佐渡連合会の小路様から頂いた「若え

もん来いっちゃ佐渡へ」プロジェクトの企画書を見せて頂き、私たちのやろうとし

ていることから、更に踏み込んだ構想を聞かせて頂いたわけです。佐渡には空き家

や廃校が多くあり、それらと共に豊かな自然がいっぱいあります。そこに都会から

若者に来てもらい、癒しの環境の中で仕事をしてもらう。本当に素晴らしい構想で

すし、是非、私達の小さなチャレンジから始め、私達なりに頑張って将来連合会様

の構想の実現に繋げていけたらと考えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⺠間と建設会社をつなぐ
ふるさと⾒張り番
⺠間と建設会社をつなぐ
ふるさと⾒張り番

ふるさと⾒張り番とは
故郷を離れた地元出⾝者が郷⾥に残してきた家や⼟地
を地元の⼟建屋が地域密着で蓄積してきた経験を⽣か
して、現場を定期的に訪問し、現況の報告や、必要に
応じて補修や修繕⼯事などの提案をするサービスです

⺠間と建設会社をつなぐ
ふるさと⾒張り番
⺠間と建設会社をつなぐ
ふるさと⾒張り番

現在5社が「新潟ふるさと⾒張り番」として活動中
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私たちは、ふるさとを離れた地元出身者が残してきた土地、家屋、農地などを、地

元にいる私たち建設業者が代わりに見回ったり、維持修繕をしたりしようというこ

とで、これは、新潟県を含む全国的な活動なんですが、佐渡では広瀬組を含む 4 社

が担当して進めていこうというものです。村山さんの「お宅かたづけ隊」とも連携

して、やっていけないかということで模索しているところです。 

 
今後も頑張りますので、よろしくお願い致します。 
ご静聴大変ありがとうございました。 

26
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村山 由貴男（むらやま ゆきお）プロフィール 
 
 昭和５２年５月 新潟県東頸城郡松代町（現十日町市）生まれ 
 平成８年３月 新潟県立松代高等高校を卒業後、米国へ留学 
 平成１３年５月 ノースカロライナ州立 A&T 大学工学部を卒業 
 同７月 株式会社ソフトウェーブ（東京･豊島区池袋）に入社 
 同１２月 ベトナム赴任のため株式会社ソフトウェーブを退社 
 平成１４年２月 合資会社両津市清掃組合（現アイマーク環境株式会社）に入社 
 同２月 サザンクロス・ベトナム社（ベトナム・ホーチミン市）へ出向 
 平成１４年８月 ベトナムから帰国 
 平成１４年９月 両津市清掃組合に復帰 
 平成１８年９月 両津市清掃組合が「アイマーク環境（株)」に社名および組織変更 
  代表取締役社長を拝命。（代表取締役会長に伊藤憲三） 
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２０１２年９月２日 
第 13 回産業振興フォーラム 

 
第二部 講演 

『佐渡島油田化プロジェクト』 

 
アイマーク環境株式会社 

代表取締役社長 村山由貴男 

 
皆さんこんにちは。佐渡島に婿入りして１０年目の村山由貴男でございます。今

日はこのような大勢の方々の前で話させていただく機会をいただきましてたいへん

が本来一人で講演をされる予定だった

のですが、勉強がてら講演をしてみないかということで、私も少しお時間をいただ

きました。 

私の会社は清掃業をやっている会社でして、それほど大きな会社ではありません。

皆さんになにを話そうかと思いましたが、 近取り組んでいる新規ビジネスのなか

で面白そうなものを、ということで、佐渡島油田化プロジェクトを選びご紹介させ

ていただきたいと思います。 

 

このプロジェクトは、決して夢のような話しではありません。うまくいっている

部分とそうでない部分とあるわけですけれども、今日は佐渡出身の経済人の皆さん

の胸を借りるつもりでここへまいりましたので、あとで質問、ご意見等をいただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

佐渡島油田化プロジェクト
OLD x ECO = NEW

1

村山由貴男
• アイマーク環境(株)
代表取締役社長

• 佐渡市吾潟 在住
松代町(現十日町市) 出身

• 学歴
− 新潟県立松代高校 卒業
− ノースカロライナA&T
　州立大学工学部 卒業

• その他
− 新潟NPO協会 理事
− 佐渡青年会議所 理事
− 佐渡リトルリーグ 理事

2

ありがとうございます。広瀬組の廣瀬社長様
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先ほどすでにご紹介いただきましたので大方省きたいと思いますが、 

２００２年に旧両津市清掃組合という会社に入社しまして１０年目になります。

途中、社名変更、株式会社化をしまして、そのときに社長という形になりました。

（現アイマーク環境株式会社は）元々両津市清掃組合だったわけで、主に両津市か

らのゴミ収集やし尿収集などの委託事業を行っておりました。その委託事業は会社

の売り上げの半分ぐらいを占めておりました。それと、一般家庭の浄化槽という、

家庭の生活排水やトイレの排水などを浄化する、地方では下水道の代わりになるよ

うな家庭ごとの単独の装置なのですが、それのメンテナンスをやっている会社です。 

 

これまでやってきた、会社の紹介は次にしたいと思いますが、環境ということに

関わったり、佐渡青年会議所等で地域の活動に関わるなかで、ＮＰＯさんとのつな

がりも少しずつでてまいりました。 近では新潟ＮＰＯ協会の理事の末席に座らせ

ていただいております。 

 

それから、自分もマラソンをやったり、トライアスロンをやったり…スポーツが

好きな関係で、野球の佐渡リトルリーグという硬式の少年野球を立ち上げるときに、

お手伝いをさせていただきました。 

出身は松代町です。皆さんご存じの方もいるでしょうが、松之山温泉が近くにあ

ります。松代松之山というのは旧松之山郷が一体になった地域です。今は大地の芸

術祭ということで、アートトリエンナーレ２０１２が行われています。 近はその

せいで観光客がすごく増えているような地域です。実家はタクシー会社をやってお

りまして、父はそこで観光タクシーなども行っております。 

 

アイマーク環境株式会社のご紹介 

アイマーク環境株式会社は１９５０年、

昭和２５年の創業です。創業当初は、両

津市清掃組合ではなく、両津清掃組合と

いう形ではじまりました。主に先ほど申

したような廃棄物関連の事業、排水関連

の事業を中心に継続してまいりました。

私が入社してから創業６０年を迎えるに

あたって、これまで市民の皆さんから仕

事をいただいて、それに対してサービス

アイマーク環境株式会社
• １９５０年創業

• 本　社 ： 佐渡市潟端
営業所 ： 新潟市中央区日の出

• 事業
一般廃棄物収集運搬
浄化槽維持管理
エコ燃料製造販売
不用品回収「お宅かたづけ隊」

• その他
社員数 ： ４３名
売上高 ： ２億８千万円

3
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を行うという形でやってきたわけですけれども、これからはもっと、まだまだこれ

からの佐渡をもり立てていきたいという意味で、民間企業としてなにか自分たちの

智恵を絞って、創意工夫をして事業の展開ができないかという、そのような姿勢を

現すために「株式会社化」をして、社名も組合ということではなく、アイマーク環

境という環境を含めた社名へと変更した次第です。 

 

主な事業としては先ほど申し上げた二つと、エコ燃料製造販売という、今日お話

しさせていただくバイオマス燃料の製造です。天ぷら油をリサイクルしたバイオマ

ス燃料の製造を行っています。それと、不用品回収「お宅かたづけ隊」、これはあ

る種ゴミ収集業の発展です。数年前から、高齢のお宅とかで、自分のウチからゴミ

を運びだすことが困難であるとか、粗大ゴミや重たいもの、そういったものを「家

まできて運び出してくれないか」という依頼をけっこういただくようになりました。

そういった流れから今まではごみ収集というと各地区にあるステーションをまわっ

て回収するだけでしたが、実際にお宅まで出向いてゴミを回収したり、お掃除をし

たり、モノがたまってしまった納屋とかですね。それから佐渡でも空き家が増えて

いますけれども、空き家のなかの清掃ですとか、ゴミの片づけなども事業として手

がけるようになりました。 

 

社員数は現在４３名で、売上高はそれほど多くなく２億８千万円という規模の会

社です。 

 

佐渡石名天然杉シャトルについて 

次に、写真を何枚か見ていただこうと思います。 

これ、今日のテーマになる「佐渡島油田化プロジェクト」という当社が掲げている

もののなかの一環で、大佐渡石名天然杉

シャトルというものに当社のバイオ燃料

がはじめて使われました。実はバイオデ

ィーゼル燃料というのは開始して５年あ

まりになるのですけれども、環境にやさ

しいバイオ燃料を佐渡の観光バスで使っ

てもらいたいと思っていました。ただし

価格面とか、品質の面とか、自分たちが

まだまだ自信をもてるというところまで

大佐渡石名天然杉シャトル
アイマーク環境のバイオ燃料でエコバスが走る

4
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いっていなかったという事情もあって実現していなかったのが、今年ようやく大佐

渡石名天然杉というトレッキングコース、天然杉のなかを歩くハイキングコースま

でいくシャトルバスではじめて実現したということで、写真を見ていただこうと思

います。 

 

これは、そのときに新潟日報さんに取

材をしていただいた新聞の記事です。エ

コ燃料活用、環境の島ＰＲということで

一番に考えているのは、エコ燃料が環境

にやさしいということもそうなんですが、

なによりも「環境の島、佐渡」というこ

とをＰＲするためにたくさんの人にこの

燃料を使ってもらいたい。いろいろな事

業で、いろいろなお店や場所でこの燃料

を使っていただくことで「環境の島、佐

渡」ということの一体感を盛りあげてい

けたらなと考えています。 

 

実際のバスはこのような形で、これは

マイクロバスですね。１日２便、２往復

運行されます。トキ島油田化プロジェク

トと書いてありますが、当初佐渡島油田

化プロジェクトではなくトキ島油田化プ 

大佐渡天然杉行きエコバス

5

大佐渡天然杉行きエコバス

6

大佐渡天然杉行きエコバス

7

大佐渡天然杉行きエコバス

8
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ロジェクトがいいかなということでやっていたのでこんな名前になっています。こ

ういうふうに、ＥＣＯ燃料というステッカーを貼ってバスは走ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両津港を出発して１５分ぐらい走ると、両津地区に和木というところがあってこ

れは馬首小学校、旧馬首小学校のところを入っていくのが石名天然杉へのルートに

なります。 

写真が暗くて見えづらいのですが非常に美しい川が流れてまして、和木川といい

ます。ここは、海岸から少し１００ｍもいくと、天然のイワナとかが釣れるような

非常に美しい川です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美しい田んぼの風景を抜けて３０分ほど両津港から走ると、トレッキングコース

入り口の駐車場にたどり着きます。ここには整備していただいたエチケットトイレ

があったりするのですが、だんだんこのように歩いていって、このような巨木があ

ります。周囲はこんなふうで、そのときはセミが鳴いていました。ちょっと皆さん

に佐渡の音をお届けしようと思って録
と

ってまいりました。非常に緑の香りがして、

大佐渡天然杉行きエコバス

9

大佐渡天然杉行きエコバス

10

大佐渡天然杉行きエコバス

11

大佐渡天然杉行きエコバス

12
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自然に癒される、そういった場所でしたね。この日は曇っていたのですが、晴れて

いればここから両津湾の、海の方まで見渡せる景色のよい場所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大佐渡天然杉行きエコバス
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大佐渡天然杉行きエコバス
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大佐渡天然杉行きエコバス
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大佐渡天然杉行きエコバス

16

大佐渡天然杉行きエコバス

17

大佐渡天然杉行きエコバス
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これがトレッキングコースです。ウッドチップが敷いてあって、歩きやすい場所

となっています。このような杉の巨木があるのですが、これは「象牙杉」というふ

うな名前がついた杉の木です。順番が前後するのですが、順番に５つかな杉の巨木

があります。これは「羽衣杉」、ですかね。こういった杉の木があたり一面にあり、

見ることができます。トレッキングコースを３０分ぐらいいくと、こういうふうな

大佐渡天然杉行きエコバス

19

大佐渡天然杉行きエコバス

20

大佐渡天然杉行きエコバス

21

大佐渡天然杉行きエコバス

22

大佐渡天然杉行きエコバス

23

大佐渡天然杉行きエコバス

24
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開けた場所があります。せっかくの開けた場所ですが、曇ってますよね。曇ってま

すけど晴れていればここから海まで、山から海まで一面に景色がずっと見渡せると

いう場所です。 

戻ってくるとお客さんたち、普通の自家用車でくるお客さんもけっこういらっし

ゃっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車内には「このバスは ＥＣＯ燃料で 走行中です」って書いてあるのですが、

１００％ＥＣＯ燃料で走っていますので、こういった形で観光客の方、エコに敏感

なツアー客の方にも、佐渡のエコ燃料を知っていただけたと思っています。 

後に運転手さんと、ガイド役の新潟交通の職員の方と写真を撮らせていただき

ました。（エコ燃料は）燃料としては走行にも問題がなく結構な山道ですけれども、

ベテランの運転手さんだったということもあるのでしょうが、パワー不足を感じず

登ることができて普通の軽油と遜色ない燃料だったという感想を、いただきました。 

 

大佐渡天然杉行きエコバス

25

大佐渡天然杉行きエコバス
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大佐渡天然杉行きエコバス

27

大佐渡天然杉行きエコバス
• アースセレブレーシ
ョン２０１２

• 2012年8月17日

• 小木港から
石名天然杉までの
エコツアーバス

28
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あともう１つ。おなじバスが今年、アースセレブレーション２０１２の会場から、

８月１７日に小木港から石名天然杉までのエコツアーバスがたくさんの乗客の方を

乗せて往復いたしました。 

というのが、今年新たに動きのあった天然杉エコツアーに使われたバイオディー

ゼル燃料の事例でした。このあとの講演内容ですけれども、エコ燃料事業には課題

もあります。課題を解決していって、できればこの燃料を広く佐渡市民の皆さん、

企業の皆さんに使っていいただいて、「環境の島、佐渡」ということのＰＲの一助

にしていただきたいなと思っています。 

 

当社としても、自社で経営努力を一生懸命進めているところなんですけれども、

なかなか自社だけではできない部分もあります。そこで市民の皆さんからも幅広く

協力を得ることが必要だと思っています。自社だけにこだわらずこの事業を佐渡島

全体で成功させていくためにはどうしたらいいだろうというところで、地域のＮＰ

Ｏや市民ファンドという形で、いろんな協力をいただく。地域活性化ビジネスモデ

ル「佐渡島油田化プロジェクト」というのができないか、ということなんですけれ

ども。これがうまい話かどうか、理にかなった話かどうかは、皆さんこれから見て

いただいて、ご判断いただければと思います。 

 

まず、アイマーク環境のエコ燃料事業についてご説明したいと思います。これは、

もちろん収益化ということもひとつはあるんですけれども、一番は当社の事業のな

かで佐渡島の地域を盛りあげていきたい、

「環境の島、佐渡」ということをＰＲで

きるような何かリサイクル事業に自分た

ちで取り組みたいという動機からはじま

りました。現在ではバイオ自動車燃料と

しては佐渡で唯一です。普及にはまだ課

題が多いというふうに考えています。先

ほど説明したビジネスモデルを構築でき

ないかというのが自分の思いです。 

 

講演内容

• エコ燃料事業の現状と課題について

• NPOと市民ファンドを活用した地域活
性化ビジネスモデル「佐渡島油田化プ
ロジェクト」について

29

エコ燃料事業について 
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エコ燃料とはなにかといいますと、使用済み天ぷら油をリサイクルした燃料で一

般にはバイオディーゼルとかＢＤＦと呼ばれています。現在は、主に当社のゴミ収

集車、バキュームカーや佐渡市の公用車等で使用いただいています。それから、民

間でも幾つか使っていただいているところがあるんですけれども、そこの拡大を現

在は模索中です。２００７年に事業を開始いたしました。バイオディーゼルという

のはバイオマスの一種で、植物油から化学反応をさせて作ったものなんですけれど

も、軽油の代替えとしてディーゼルエンジンに使います。バストかトラックを走ら

せるエンジンですね。ＣＯ２削減効果が非常に高いので環境にやさしい燃料という

ふうに呼ばれています。排ガスもとてもきれいでディーゼルエンジン特有の黒い煙

がまったくでず、ほぼ白い煙がでて、透明か白の煙がでるという状況です。これは

このあとでご説明しますが、バイオディーゼルを５％だけ一般の軽油に混合したＢ

５軽油というものも 近は出始めています。 

 

エコ燃料事業について
アイマーク環境

30

エコ燃料事業

•地域貢献を目的にはじめた事業
•佐渡唯一の「バイオ自動車燃料」事業
•普及には、まだ課題が多い
•島内企業、NPO、市民の協力を得て、
地域の活性化に貢献できるビジネスモデ
ルが構築できないか？

31

エコ燃料とは
• 使用済み天ぷら油をリサイ
クルしたエコ燃料

• 一般には、バイオディーゼ
ルやBDFと呼ばれる

• おもに、ゴミ収集車や
佐渡市公用車で使用

• 民間利用の拡大を模索中

• 2007年に事業開始

32

バイオディーゼル(BDF)とは
• バイオマスの一種

• 植物油から化学反応により
グリセリンを取り除く

• 軽油の代替として
ディーゼルエンジンで使用

• CO2削減効果が高い
※カーボンニュートラル

• 排ガスがきれい
※黒鉛、SOx、NOxがきわめて少ない

• BDF5％配合のB5軽油もある
33



－ 34 － 

Ｂ５軽油なんですけれども、これは一

つ大きなメリットがありまして、バイオ

ディーゼル燃料そのままを車両に入れる

場合に、当社としても品質改良の努力を

してきましたのでかなりバイオディーゼ

ルの品質は上がってきているのですが、

いかんせん人が作るものですから品質の

上限のバラツキがあるという場合も考え

られるわけです。そのために、日常のメ

ンテナンスということをしっかりしなきゃいけない。具体的にはただオイルチエッ

クをしてオイルの量が増えてないかどうかとか、フィルターの異常な詰まりがない

かどうかというのを見るだけなんですけれど。ただ一般の人に毎日オイルチエック

をしてくださいといっても、ほとんど自家用車のオイルチエックをする人はいない

と思います。 

 

業務用車両であれば、それは可能なんですけれども、広く普及させるためにもメ

ンテナンスが容易な燃料にする必要があるだろう。それが、Ｂ５軽油といわれてま

して、(一般の軽油にＢＤＦを)５％配合したものなので軽油とほぼかわらず使うこ

とができる。ただし、混合するＢＤＦは、ＪＩＳ規格という品質規格を通過した燃

料でなければいけないので、現状当社のＢＤＦ設備では実はそこが達成できていま

せん。それが課題の一つです。 

ただ、Ｂ５軽油ということで５％配合ということにすれば、２０倍の人に使って

いただけることになるので、現状では十数台の車両や機械が動いてますけれど、そ

れを２００台以上の車両を佐渡島で動かすことができるんじゃないかというのが狙

いの一つ、課題の一つでもあります。 

 

ＣＯ２削減の仕組みを簡単にご説明し

たいと思います。なぜバイオディーゼル

はＣＯ２削減に非常に効果が高いかとい

うことなんですけど、バイオディーゼル

は１００％植物油からできています。植

物油というのは成長するとき大気中から

ＣＯ２を吸収して、光合成でＣＯ２を吸

Ｂ５軽油とは
• 一般の軽油にBDFを5％混合
したBDF混合軽油

• 軽油と同等に使用できるた
め車両メンテナンスが容易

• 混合するBDFはJIS品質規格
を満たす必要がある

• BDFの幅広い普及に効果

• 現状では当社BDFは不適
34

CO2削減の仕組み
カーボンニュートラル

ＣＯＣＯ ２２

植物が光合成に
よりＣＯ２を吸
収し成長する

成長した植物から
天ぷら油をしぼる

使用した天ぷら油は
ＢＤＦにリサイクル

自動車が走行すると
ＣＯ２が大気中に戻る

製造したＢＤＦが
車両に給油される

35
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収して成長します。その成長した植物から天ぷら油を搾って、使用済みの天ぷら油

をＢＤＦにリサイクルするわけです。できたＢＤＦを給油して自動車が走る。自動

車が走るとＢＤＦでもやっぱりＣＯ２を排出するんですけれど、その排出するＣＯ

２というのは元々大気中にあったＣＯ２が循環するだけなのです。いま一般に使わ

れている軽油、化石燃料を使う場合と比べてＣＯ２の排出がゼロ、ゼロカウントと

いうふうに考えられています。化石燃料は地中から掘ってきた燃料ですから、それ

を燃やしてＣＯ２を排出すれば地球上にどんどんどんどんＣＯ２が増えてしまいま

す。（ＢＤＦは）植物由来の燃料なのでＣＯ２が増えないという仕組みです。 

 

いま現在は（使用済み天ぷら油は）事業所、一般家庭から回収しています。事業

所は自社で回収して、一般家庭は佐渡市さんに「回収ＢＯＸ」を設置していただい

て公共施設やスーパー等で回収を行って

います。年間約７０，０００リットルの

回収を行っています。賦存量、どれぐら

い佐渡で天ぷら油が実際に出ているかと

いうと、１８０，０００リットルぐらい

というふうに推測されています。そのう

ちの７０，０００リットルを年間で当社

が回収しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社の工場でこれを製造するわけですけれど、当社の工場というのは年間１４０，

０００リットル生産する能力があります。現状では７０，０００リットルの天ぷら

油を生成してそれの約９割がＢＤＦ、バイオディーゼル燃料になりますのでだいた

い６０，０００リットル前後が年間で製造されています。この工場の電力もＢＤＦ

使用済み天ぷら油の回収
• 島内全域から回収

• 事業所等（訪問回収）
飲食店、ホテル・旅館、
弁当店、食品工場

• 一般家庭（回収BOX）
市役所・支所、公共施
設、スーパー・小売店 

• 年間回収量
70,000L　(賦存量180,000L)

36

エコ燃料の製造
• アイマーク環境社内の
工場（島内一ヶ所）

• 年間生産能力
140,000 L

• 年間生産量
60,000L

• BDF電力を使用

• 使用済み食用油の
約90%を燃料化

37

バイオディーゼルの製造工程
エステル交換反応

天ぷら油
(グリセリン含有
トリグリセリド)

エタノール
バイオ

ディーゼル
(脂肪酸メチル
エステル)

グリセリン+

触媒
(苛性カリ)

• 天ぷら油（グリセリンを含むトリグリセライド）を、脂肪酸メ
チルエステルへと変換する化学反応

• 触媒作用で、グリセリンとアルコールを交換

• グリセリンは、沈殿分離作用により除去

+

38
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でディーゼル発電を行っております。次はバイオディーゼルの製造工程、化学反応

なので飛ばします。 

 

実際にこういったゴミ収集車ですとか、エコ電力ですとか、工場のなかの発電を

したり廃食油の回収車もバイオディーゼル１００％で走らせたりですね。それから

佐渡市の公用車、幼稚園バス、先ほどでた観光バス、あとでご説明しますけど広瀬

組さんの建設機械なんかでも使っていただいております。バイオディーゼル燃料発

電機の無料レンタルというのも当社はやっておりまして、それもお祭りやイベント

なんかでも使っていただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途：ゴミ収集車

•両津地区内の
ゴミ収集車
バキューム車

39

用途：エコ電力

•リサイクル
工場の電力を
発電

40

用途：回収車

•廃油回収車

41

その他の用途

•公用車

•幼稚園バス

•観光バス

•建設機械

42
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ＢＤＦ普及への課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普及への課題、もう一度説明したいと思います。まず生産量です。賦存量１８０，

０００リットルのうち７０，０００リットルを回収して燃料化しているんですけれ

ど、一般に普及させるためには、もっと生産を多くしたいということでこの回収が

課題になっています。事業所の大口の回収分については当社がほぼ回収が達成でき

ていると考えていますが、小さな飲食店とかですね、小口分、それから一般家庭の

分に関してはまだまだ回収が伸びていません。実はそこは個別にまわっていくとコ

ストがかかったり、細かくＰＲしなければいけないので大変なところではあるので

すけれど、市民の協力を得ながら回収を増やしていくことが課題だなというふうに

思ってます。 

 

販売面について、これは現在８割以上自家消費にしています。一般の方には１２

０円～１５０円という価格帯で販売をさせていただいているんですけど、これに関

しては普及のために当社が、少し原価割れですけれどもＰＲ効果を期待して使って

いただいているところもあります。生産

量の拡大をすれば固定費の部分を下げら

れますので、生産量の拡大をすることと、

回収にかかっているコストが、人件費が

けっこうありますのでそれを下げること、

また、廃棄物費用なんかもウエイトを占

めている部分が多いので削減がカギかな

というふうに思っています。 

 

ＢＤＦ普及への課題

43

課題１：生産量について
• 賦存量180,000Lのうち、
約70,000Lを燃料化

• 事業所の大口回収分は、
年間排出量の８割を達成

• 事業所の小口回収分と
一般家庭からの回収拡大
が重要

44

課題２：販売について
• 8割以上自社消費

• 120円(一般)～
150円(行政)で販売

• 販売は原価割れ

• 生産量の拡大ならびに
回収コストと廃棄物処
理コストの削減がカギ

45
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先ほど申し上げましたＢ５軽油につい

てのことなんですけれど、当社は加茂湖

のほとり、佐渡空港の近くにあります。

実はこの設備を導入するときに懸念があ

りました。バイオディーゼルというのは

一般的に作ったあとに水で洗浄するとい

う工程があります。水で洗浄することで

メタノールを除去する、原材料、不純物

を除去するという工程があるんですけれ

ども、それをやると、どんどんどんどん

毎日排水がでるんです。水も使うし排水

もでるということで、これは加茂湖で牡

蠣の養殖をしている人たちに悪い影響が

でるだろうと。たとえ浄化槽を入れたと

しても万が一オイルの流出等があった場

合のことを考えて、よくないだろうとい

うことで、いろんなところを探して、水

を使わないでバイオディーゼルをつくる

装置を探したんです。その装置でつくる

燃料は、非常に品質が高いのですが、Ｂ５軽油として販売するときにはＪＩＳ規格

を通過しないといけないんですけれど、設備の特性上、それの１項目を達成できな

い、という状況が今つづいているので、ちょっと難しいところだなぁと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題３：品質について
• 現行の燃料は、最新型ディ
ーゼルエンジンとの適正に
課題

• 日常メンテナンスが必須で
一般ユーザーには向かない

• 設備特性上、B5軽油に対応
するJIS規格への適合が困難

• 新たな設備投資が必要

46

課題
• 追加の投資が困難

• 市民の参加・協力を十分に
得られていない

課題を解決するために

• 地域振興の為に継続したい

• 市民の参加や資金協力をど
うしたら得られるか？

47

佐渡島油田化プロジェクト
事業型NPOと市民ファンドの活用について

48

プロジェクトへの期待
• BDF普及と新たなコストダ
ウン策により、現行150円
以上の原価を120円以下に
することが目標

• 廃油回収をNPOで実施す
ることにより、さらに30
円のコストダウンが可能で
はないか？

• 新規の設備投資には市民・
行政の資金協力が不可欠

49

事業型ＮＰＯと市民ファンドの活用について 
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それから、今後事業を拡大していくときには、また新たな設備投資が必要ですけ

れども、どうしたらいいだろうというところも課題の一つです。  

追加の設備投資は困難で、回収や利用に市民の参加・協力をもっともっと得てい

きたいというところがあります。市民の参加、資金協力、そんなに期待できるもの

ではないかもしれませんけれど、外部の力もどういうふうに活用できるんだろうか

というところが、私の期待の一つです。佐渡島油田化プロジェクトということで、

奇想天外な発想かもしれませんけど考えたのが、ＢＤＦを普及させて現行１５０円

以上の原価を１２０円以下にしようと。それで、廃油回収、自社でやらなくてもい

い部分を、ＮＰＯや市民の協力によって実施することでさらに３０円ぐらいコスト

ダウンできないか。そうすれば、１００円ぐらいの値段になって市販の軽油にも対

抗できる燃料になるんじゃないか。また、新規の設備投資に関しても自社ももちろ

ん頑張りますけれど、市民や行政の協力もいただいて、Ｂ５軽油を目指せるだけの

設備の更新ができないだろうか、というふうに考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、まぁ、こんな形です。ごちゃごちゃした図になってしまいましたけれど、ど

ういうことかといいますと、自社でこれはやっている事業なんですけれども、地域

貢献、地域活性化の事業という意味では、これはもう、自社だけでやるのではなく

て、例えば、いろんなところの協力を得なければいけないんじゃないか。その事業

だけは、当社としては継続ということを目的に、継続発展を一番大きな目的にする

んであればいろんな人の協力を得てもいいんじゃないかという発想ですね。 

 

先にこの図を見ていただきたいと思います。ＮＰＯの活動なんかが関わるなかで

福祉や公益事業なんかに携わっているＮＰＯの人は非常に多いんですけれど、財源

油田化プロジェクト全体像
アイマーク環境

出資金と自己資本をもとに設備
を更新・維持し、BDFを製造

プロジェクト本部（ＮＰＯ）
廃油を回収しアイマーク環境へ販売
BDFを仕入れ利用者に販売
会員の参画によりプロジェクトを統括

BDF卸売

監査
廃油販売
投資廃油回収

出資寄付

BDF販売
購入助成

地域活性
リサイクル
環境保全

監査
助成

市民・企業
NPOに参画し、燃料を利用。
廃油回収やBDF普及に協力し、
プロジェクトに出資・寄付。

佐渡市
油田化プロジェクトにファンド
から出資・監査。利息を助成。

市民財団
事業目的別ファンドA
事業目的別ファンドB
事業目的別ファンドC

50

それぞれの課題
企業

新規事業を起こしたいが高リスク低
リターンで投資には躊躇

ＮＰＯ
福祉・公益事業を継続したいが、財源が少
なく、収益が少ないため補助金だより

市民
利用者ニーズ、雇用ニーズがあるが
現状、佐渡では満たされない

佐渡市
市民のあらゆるニーズに応える為の財源が乏し
い。産業を活性化する事業アイデアが必要。

51
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が少なくていろんな補助事業だより、だったり収益が少ないためにというのもあり

ますけど、自主独立した運営ができていないというところもあると思います。企業

の側としてはいろんな地域活性化の事業の種っていうのはあるんですけれども、ど

れも高リスク・低リターンのものが多いです。もちろん、低リスク・ハイリターン

のものが見つかればいいんですけれどそうじゃなくても地域に必要な事業ってある

でしょう、というふうに考えたんです。そんなときにそれを一民間企業だけで成功

させようというのは難しいことです。私としては、経営者としての実力が足りない

というところもありますが。市民の幅広い協力、それから佐渡経済人連合会の皆さ

んのような先輩経営者の智恵なんかをお借りするためにも、ＮＰＯという形でプロ

ジェクト全体を組織化してやっていく必要があるんではないかというふうに考えま

した。 

 

それから、 近では佐渡市の財政も非

常に厳しくなっていく現状を聞いていま

すので、なかなか資金の面でも、補助金、

助成金、行政だよりということだけはで

きないだろうと。一方で、消費が冷え込

んで家計にはけっこう貯蓄が貯まってい

る、でも、投資先がない、といこともあ

ります。地域貢献、地域発展のためにな

にか投資をできるような市民ファンドと

いうものも一つのアイデアではないかなというふうに考えます。たとえばその事業

が、収益が少なかったとしてもその利息補てんとか、配当の補てんというものを佐

渡市が助成金でやるということになれば、本体の部分は大きな金額であっても、利

息や配当や利子の補給っていうのはそれほどの金額にもならないかと思うんです。

そういったものをいろいろと組み合わせて地域のなかでなんとかバイオディーゼル

燃料事業を佐渡島油田化プロジェクトとして続けていけたらな、というふうに考え

たわけです。まだ、途中経過という感じですかね。 

事業型NPO活用の公益事業
事業会社

NPO事業のうち専門知識・技能
が必要なものを担う。必要な専
用設備について出資を受ける。

事業型ＮＰＯ
事業の健全性・公益性維持のための主体。
一般業務を統括し、出資金の運用を行う。

市民・企業
NPO運営に参画し、サービ
スを利用。一部業務を担
い、出資・寄付を行う。

佐渡市
事業目的別ファンドの監査と
利子補給のための助成を行う

専門業務

出資
監査

運営参画
出資寄付

サービス提供
購入助成

地域活性
事業継続
雇用創出

出資
監査

市民財団
事業目的別ファンドA
事業目的別ファンドB
事業目的別ファンドC

52
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佐渡島油田化プロジェクトで目指す部分、まずは、「環境の島、佐渡」のイメー

ジを護る。これは先ほど紹介した大佐渡石名天然杉シャトルバスの事例です。それ

から、もう一つ、今日皆さんに資料をお配りしたなかにあるんですが、大佐渡石名

天然杉ハイキングツアーです。先ほどのシャトルバスは、７月１６日まで行われま

した。その継続版として、こんどはハイキングツアーとして大佐渡石名天然杉に加

えて、新潟港から両津港までのジェットフォイルがついて、それから石名天然杉へ

いくバス、それから実際に相川の石名のほうまでおりて外海府をまわって大野亀、

二ツ亀なんかを観光して、食事もついて、さらに帰りのカーフェリーもついてお値

段、なんと９，９００円という非常にお得なツアーを佐渡汽船さんが、創業９９週

年にちなんで９，９００円ということで開発していただきました。 

 

この燃料としても、１００％バイオディーゼル燃料で走行していただいています。

実はこの実現に至るまで、佐渡市の環境企画課さんに大変にご尽力をいただきまし

ＢＤＦ普及のメリット
佐渡島油田化プロジェクト

53

BDF普及のメリット
• 環境の島・佐渡の
イメージを守る

• エコバスの事例１
新潟交通佐渡㈱様
大佐渡石名天然杉
シャトルバス
2012年6月16日～

54

BDF普及のメリット
• エコに敏感な自然
派の旅行客に訴求

• エコバスの事例２
佐渡汽船㈱様
大佐渡石名天然杉
ハイキングツアー
2012年7月21日～
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BDF普及のメリット
• 自然環境に配慮した
建設土木工事

• エコ工事の事例
株式会社廣瀬組様
バックホー1台および
トラック1台が稼働中
2012年7月～

56

ＢＤＦ普及のメリット 
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た。こういったふうにも燃料は佐渡の観光ＰＲにも使えるというふうに思っている

わけです。それから今日私をここにお呼びいただきました広瀬組さんでも、バック

ホー１台、トラック１台が７月からバイオディーゼル燃料で稼働中です。自然環境

に配慮した建設土木工事ということも、佐渡ではニーズが高いのではないかという

ふうに思っています。 
 

もう一つ、島内のイベントでエコ電力

の使用ということですが、これは、新潟

アルビレックス・ベースボール・クラブ

の佐渡開催の際に、フードエリアの電力

をバイオディーゼル１００％で発電をし

ました。ちょっと見えづらいんですが、

ＥＣＯ電力使用中という旗で、佐渡のエ

コ電力をＰＲしています。 

 

これは、今後こんなことも出来るん

じゃないかな、なんていうふうに考えた

私の一つのアイデアなんですけれど、京

都の貴船に川床っていう、川の上に畳を、

納涼床を敷いてそこで会席料理を食べさ

せるという場所がありますよね。あれを、

加茂湖でやったらどうかな、というふう

に考えたんです。両津地区には夏場は観

光の目玉はあまりないような気がしてい

ます。また、加茂湖の牡蠣の養殖が不振ということもあるので、その筏を大きなバ

ージョンに再生して、その上に納涼床をつくってそこで佐渡の海鮮で天ぷらを、お

いしい海鮮料理とか天ぷらを食べさせる。なぜ天ぷらかというと、当社が天ぷら油

を使ってバイオディーゼル（燃料）をつくっているから天ぷら油を使ってほしいと

いうことです。もしくはちょっとおしゃれなイタリア風のカフェとか、レストラン

にして佐渡キッチンさんの食材でイタリアンレストランというのもいいかと思いま

す。その筏までの送迎を牡蠣養殖業者さんのボートですると。そのボートの燃料は

ディーゼルですので、バイオディーゼル（燃料）を使っていただく。そういった意

味で幅広いところでエコ燃料を使っていただける可能性もまだあるのではないかと

思っています。 

BDF普及のメリット
• 島内のイベントで
エコ電力の利用

• エコ電力の事例
新潟アルビBC
佐渡開催
フードエリア
2012年8月5日

57

BDF普及のメリット
• 新規エコビジネス

• エコ燃料の活用
加茂湖の納涼いか
で海鮮天ぷら屋
加茂湖のカキ養殖
業支援の一助に
両津地区の夏場の
観光の目玉に

58
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もう一つ、天ぷら油は佐渡島内からで

るものです。島外からもってくる必要の

ない燃料です。ということで、災害時の

燃料供給の一助にもなれるのではないか

と思っています。当社のバイオディーゼ

ル燃料の設備の特性として、先ほど申し

ましたように水を使わないんです。それ

から、バイオディーゼルで発電していま

すので外部電力も使わないんですね。と

いうことは、災害時にも外部からの水の供給、燃料の供給がいらずに、燃料を製造

することができます。地理的にも、加茂湖のそばなんですけれど奥まったところに

あって、だいたい海抜２０メートルぐらいあるんですかね、災害救援拠点の佐渡空

港にも非常に近い場所にありますのでこれはまんざらない話でもないかなというふ

うに思ってるアイデアの一つです。 

 

これは先ほどの、私の、ＮＰＯと市民

ファンドを活用した発展の一つなんです

けど、事業型ＮＰＯというのは、ユーザ

ーさんもＮＰＯの経営に参加して、サー

ビスする側もＮＰＯに参加するというも

のの一つだと思います。この間、佐渡市

役所の方と話をしていて、いま高齢者の

雇用継続、６５歳以上の定年後の雇用、

まだ働きたいという人も多いですよね、

というような話題になりました。だけど、

介護サービスの需要も、後期高齢者になってくるとあると。もう一方で、介護の担

い手というのは佐渡の若者の減少で、介護の担い手が少なくなっている。あれ？そ

ういえば、何年か前に老々介護って問題になりませんでした？ていうようなところ

に行き着いたんです。 

BDF普及のメリット
• 災害時燃料供給

• エコ燃料の活用
使用済み天ぷら油
を備蓄し、災害時
に燃料化
アイマーク環境の
地理的特製、工場
設備の特性を活かす
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地域活性化への期待
事業型NPOと市民ファンドによる事業創出

60

事業型ＮＰＯと市民ファンドによる事業創出 
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もちろん老々介護っていうのは高齢の方が高齢の親御さんを一人で面倒を見る、

また、家から一歩も出ずに人とも触れ合うことできず、環境としては辛いものだと

思います。ただ、働く力というのは、たとえ６５歳を過ぎた方でも多いと思います。

たとえば、３人が１チームになって、自分の家で自分の親とか旦那さん、嫁さんの

親を（介護する。）旦那さんの親とかを相手にすると非常に過酷で辛いかもしれま

せんけれど。人ん家
ち

にいったらいいんじゃないのと。３人１チームで介護サービス

を提供するような、比較的若い高齢者による年配の高齢者のための介護サービス、

そういったものを事業型ＮＰＯにして展開をすることで利用者や就業者のニーズが

最大限反映されたものになるのではないか、そんなふうに考えた次第です。 

 

これ以外にも、いろいろとアイデアはあるんですけれど、私は考えることは得意

だけど実現することは苦手です。今日はその実現の面で、私の与太話で骨を折って

くれている社員が来ていますので、最後にちょっと紹介をしたいと思います。後藤

さんと、「お宅かたづけ隊」で頑張ってくださっている竹森さんです。 

 

後藤 勇典さん 

 急遽なんですけれども無理をいってお知らせの時間をいただきました。皆さまの

お手許の方にございますパンフレット、２部ありますか？ 

 まず１部、こちらですね。「人に自然にやさしい島、佐渡特選ツアー」というこ

とで、こちらは佐渡観光協会さんが企画されているエコツアーです。１枚目をめく

られますと左の方に「大佐渡石名天然杉ハイキングツアー」があります。こちらが

ですね、金額５，０００円というふうに書いてありますが、下の方をよく見ると両

津港からの船代を含めますと９，９００円、例の９９周年の件が書かれてあります。

高齢者によるチーム制介護サービス
• 高齢者の課題
→　介護サービスを受けたい（80才前後～）
→　定年後も働きたい（65才～）
→　老老介護はつらい（一人で親の面倒をみる）

• 高齢者によるチーム制介護サービス
→　３人１組のチームで介護事業を運営する
→　事業型NPOにし、利用者や就業者のニーズが
　　最大限反映されるようにする
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おわりに
• 事業型NPOで、利用者
と就労者、両方のニーズ
にあったサービスと雇
用が生まれる

• 市民ファンドの活用
で、企業の新規事業の
開発が容易になる

• 佐渡の活性化に期待
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もしもよろしかったら、周りのご友人の方にも佐渡でこういうことをやってるよ、

佐渡でエコについてやってるんだということをお知らせいただいて、一つの機会に

していただければなぁというふうに思っております。 

 つづきまして、こちらの小さい黄色い三つ折りのパンフレットなんですけれども、

こちらは先ほどの広瀬社長さんからの紹介もありました「ふるさと見張り番」にも

つながるようなことであります。佐渡と新潟の方でやっている「お宅かたづけ隊」

という事業で、最近では高齢者の独り暮らしの方がその場で亡くなられてしまうと

いうような非常に悲しいニュースもあるんですけれども、そういったところのお宅

の復旧というかいらなくなったものを処理する。それから想い出の品を、遺品を整

理するというようなこともやっています。そちらの方の担当はウチの竹森でござい

ます。東京の方でいろいろ広告の方も担当してもらっていてですね、すでに何人か

の方からお仕事もいただいているということなんで、ひと言お願いします。 

 

竹森 真佐子さん 

 竹森と申します。５年前からだと思いますけど、村山社長になられてアイマーク

環境にお世話になっています。私は佐渡に帰りたい希望があったんですけれど、先

ほどの広瀬社長のお話とかいろいろ聞くと佐渡の現実の厳しさがありまして、この

６年のあいだに東京と佐渡を月に何往復もしています。「お宅かたづけ隊」という

仕事に携わっています。佐渡の方ばっかりじゃなくてこちらの皆さんのようなふる

さとを離れてる人からの依頼がかなりあります。それで今年も８月は半分ぐらい行

くつもりでした。お盆過ぎたら帰る予定でお手伝いに行っていましたが、「お盆に

お家にきて家のなかを見積もりしてください」という方がかなりあります。それで

今回も見積もりだけという予定が、また来るのもどうか、ということで家のなか全

部、親の遺品を整理してほしいとか、そんなこんなで、私も結局アイマークにもう

少しお世話にならしてもらいたいと思っています。６５歳に向けて私がもうちょっ

と佐渡に通える元気をもらえるかな、というのがこのお宅かたづけ隊の仕事です。 

 

なかに私たちの乗っている車を見ますと、「あ、お助け隊がきてくれた」ってい

って、喜んでくださっているリピーターのお客さんも増えてきておりますので、私

ももうちょっと佐渡と、東京池袋に住所を置いていますけど、通わせてもらいたい

と思います。よろしくお願いいたします。 
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村山由貴男 社長 

 ありがとうございました。私の方は半ば冗談話みたいな形になってしまったんで

すけれど。ただ、佐渡のなかでも、いま一民間企業だけではなかなか事業化するこ

とが難しい、公益事業または福祉事業っていうのは結構あると思います。福祉事業

っていうか、ニーズというのが結構あると思います。そういったものは、やはり企

業としては責任感をもってやっていくことは大事なんですけれど、企業とＮＰＯや

市民、そういったものがタッグを組んでいかにして地域全体でその地域のニーズを

満たしていくか。それから、利用者さんもただ利用するだけじゃなくて、自分も積

極的に関わっていくということがそのニーズを満たす事業を成功させる一つだと思

っています。これからもっと練っていって、また、もしかしたら皆さんに報告でき

る機会があればいいというふうに考えております。本日はご静聴いただきましてた

いへんありがとうございました。 
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２０１２年９月２日 
第 13 回産業振興フォーラム 

 
～ 質 疑 応 答 ～ 

 
本間 愼さん（羽茂出身）：佐渡でエコアイランド推進協議

会の会長をしております、本間です。確かアイマーク環境さ

んには「環境賞」をあげたんじゃなかったかと思います。た

だ、エコアイランド推進協議会でいろいろな会合を行ってお

りますが、油の問題なんですが、事業所関係は集めやすいん

ですよね。ところが集落や、それから、佐渡には大きなマン

ションやアパートなどがないものですから、自治会というも

のが活用できない。また、昔は集落に隣組のようなものがあったのですが、今はそ

れもないということで、集めるのが非常に困難な状況があります。ということでエ

コアイランド推進協議会の方では、アイマークさんには、地域の中に入って頂いて、

いかに収集の仕組みを作り上げるかということに尽力して頂ければと思います。 
 
また、協議会では家庭から出るゴミの堆肥化にも取り組んでいます。これについ

ても事業系から出る廃棄物はいいんですけど、家庭から出る生ゴミには有害物質が

含まれている可能性もあり、大変なんです。それで、地域の中にどう入りこんでい

くか、環境問題というのは佐渡の人はいい環境に居るせいか、あまり熱心じゃない

ですよね。だから、それをいかにやっていくかということを考えておりまして、今

後皆さんのような若い人達の力をお借りして、我々エコアイランド推進協議会の方

でも、連絡を取りながらいろいろやっていきたいと思っておりますが、そういう意

味でもぜひ、頑張って頂きたいと思います。 
 

大場 諭さん（相川出身）：今日は若い経営者のお二人の講

演、大変ありがとうございました。佐渡の中にもこのような

新しい二代目経営者そして、非常に新しく斬新な発想を持っ

た夢のある企業経営者がおられるということがわかり、私ど

もも大変励まされました。 
それと同時に、佐渡市当局にお尋ねしたいんですが、こうい

う若い人たちが今佐渡を盛り立てようとしているんですが、佐渡の人口の激変とい
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うのは今までずっと問題になっておりましたが、この前の市報の情報ですと、この

８月に佐渡の人口が１２０名ほど増えているようなんですね。これはどのようなと

ころに起因するのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。  
 
藤井裕士さん（総合政策監）：お問合せの人口増加の件ですが、８月１日に１２０

名ほど増えたということですが、すみませんが、私は承知しておりません。人口は

佐渡島合併後、毎年１，０００人ほど減っております。現在は６２，０００人にな

っておりまして、その人口減少というのは、自然減、年寄りが亡くなって子どもが

生まれる、これが毎年６００人。社会減、島外流出などで約４００人。このペース

でだいたい毎年１，０００人づつ減っているということで統計は取っているんです

が、その１２０人というのは、申し訳ないのですが、ちゃんと読んでないのでわか

りません。 
 
本間 愼さん：廣瀬さんの方に質問があります。第一次産業のうち、農業の方は朱

鷺米、というようなことで市も一生懸命やっておるんですけども、水産業と林業が

衰退の一方なんですね。漁業組合もなかなか力がない。それで、昨年はカイロ大学

の学長を呼んで講演をやったんですよ。で、その中で（カスケ）さんの旦那さんが

水産大学の卒業ということで、カイロ大学関係の方が集まって、ホテルとか、そう

いうところに集まって、佐渡のホテルでは魚料理がまずいと言う評判なのを、佐渡

の魚はおいしいと評判になるようにしたい。というような話をしたんですが、あな

たのような話は聞いていなかったんですよね。だけど、資本を持っている会社が魚

の六次産業化ということをどんどんやって行く事によって、水産業が発展するとい

うことになるんじゃないか、ということで、今日は大変感動して聞いていたんです

けど、そういうことで、ぜひ、頑張ってください。 
 

木村紀子さん（畑野出身）：廣瀬社長様にお聞きしたいんで

す。来年の１月に東京ドームで「ふるさと祭り東京」という

イベントをやります。フジテレビがガンガン宣伝するイベン

トなんですが、そちらに出展されたらどうでしょうか？ 商

工会や佐渡市でまとめている筈です。これだけの商品がある

んでしたら、フジテレビがガンガン宣伝してくれるので出展

されたらいかがでしょうか。去年は柏崎がやって賑わってお

りました。佐渡は初めてです。絶好のチャンスだと思います。 
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廣瀬俊三さん（広瀬組）：大変ありがたいお言葉を頂きました。前向きに検討して

頑張ってみたいと思います。ありがとうございました。 
 

長島 匠さん（早稲田大学）：早稲田大学で環境サークルを

やっております長島と申します。今日は御縁があってフォー

ラムに参加させて頂きました。私は「油田化プロジェクト」

に興味がありまして、ちょっと村山社長様にお聞きしたいの

ですが、ＮＰＯに委託をして廃油の収集を円滑化したいとい

うお話なんですが、その母体となるＮＰＯで協力してくれそ

うな方ですとか、母体となりそうな団体ですとかをもう見つけていらっしゃるので

しょうか。 
 
村山由貴男さん（アイマーク環境）：実はまだ考え始めたばかりです。もちろん、

いくつか環境係のＮＰＯさんと付き合いはあるんですけれども、ＮＰＯさんに全部

投げるというよりは、市民の方も、私たちも企業として参加するような、丸投げを

するんじゃなくて自分たちも経営に参画するようなＮＰＯという形で、既存のＮＰ

Ｏさんとジョイントで新しい形のＮＰＯが出来るといいんじゃないか、と思ってい

ます。 
参加する方が、みんな自分たちがやることの結果に責任が負えたり、希望が持てた

りというような状況をＮＰＯという形で作れたらいいな、と思っております。 
 

：質問に入ります前に、先ほど司

会の方がお二方とも佐渡島を「さどとう」や「さどしま」と

読まれておりましたが、「佐渡ヶ島」と「が」を入れて呼ん

で頂けると嬉しく思います。また、本日の講演のタイトルが

「佐渡島油田化プロジェクト」ということで、最近新聞に出

た佐渡・小木沖の油田の話が聞けるのかな、と期待してまい

りました。今日は国土交通省出身の藤井総合政策監もいらっしゃっておりますが、

その油田の拠点をきっちりと佐渡に設けて頂けるようにしてもらえればと思います。

総合政策監にもそこをぜひ頑張って頂けますようお願いいたします。 
 
藤井裕士さん（総合政策監）：情報の収集も鋭意やっておりますし、県、国ともい

ろいろ情報収集しながら頑張りたいと思います。 

広橋光治さん（金井出身）
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森本貴満さん（早稲田大学）：早稲田大学から来ました森本

と申します。先程長島が質問させて頂きましたが、僕から私

どもの活動のＰＲも含めて質問させて頂きたいと思います。 
僕らは環境サークルという団体で都会の学生を呼び込んで佐

渡島に連れて行くというエコツアーの企画をやっておりまし

て、これは去年からやっておりまして、今年２回目を成功さ

せました。 
そこでは都会の学生に佐渡の自然に触れてもらって、農業体験などをしてもらっ

て、佐渡の方々との交流を通じて、学生の活気を持っていければということをして

おります。農業、漁業、林業などいろんな産業に着目して体験する活動を経験する

ようなことを継続的にやっていきたいと思っております。特に、漁業とか林業、何

か特に学生が行くことによって何ができるのかな、ということを考えているので、

学生にやってもらいたいこととか、学生が漁業とか林業の体験を通じて佐渡の一次

産業を活性化するようなアイディアというか、学生にやってほしいというものがあ

るかどうか、廣瀬さん、村山さんにお聞きしたいと思います。 
 
廣瀬俊三さん（広瀬組）：ありがとうございます。若者を大歓迎だと思います。漁

業関係の方々、水産加工の方々は、いま本当に大歓迎だと思います。就労者が高齢

化しておりますし、後継者も育っていないということで、どんどん衰退の方向に向

かっているところがありますので、そういう職業体験も、ニーズがあれば佐渡では

受け入れ態勢もできるかと思います。実は私ども、今回の佐渡市のインターンシッ

プに水産加工の体験の学生さんを募集をさせて頂いたんですが、今回は来ていただ

ける方がおられなかったんです。地元にはそういうニーズもあるかと思いますし、

短い期間でもいいですから、一緒に就業体験をしていただけるということであれば、

地元も活気づきます。いろいろな若者たちが見た漁業の現状ですとか、水産加工の

現状を見たうえでやはり新しい視点でアドバイスを頂けたり、学生さん達もいろい

ろ吸収できる部分もあるかと思います。  
 
そんな中で、村山さんがずっとインターンシップをやってきた中で、地元の他の

業種でも新しい風が吹いてきているというお話もお聞きしますし、水産も農業もそ

ういうニーズはあると思います。また言って頂ければ、それをきっかけに、地元で

も少し火をつけるとかいう活動は出来るかと思います。以上です。 
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村山由貴男さん（アイマーク環境）：ご質問ありがとうございます。私もインター

ンシップを５年ほど推進してきておりますので、それに関連して一言だけ、ご紹介

したいと思います。やはり若者には佐渡に就業してほしい、というニーズは多いと

思います。そのために、学生さんたちが来て何が出来るのか、たとえば、若者が就

 
 
ですから、インターンシップに参加するだけではなくて、学生たちが参加したく

なるようなインターンシップのプログラムづくりに協力して頂けるとか、また、そ

のインターンシップを通じて魅力的な職場づくりの提言を頂くとか、自分たちがど

うしたら就業したくなる、ここに住みたくなるとか、ここにどういう就業施策があ

ったら働きたくなる、というな知恵をお借りできればな～、と思います。 
ぜひ、宜しくお願い致します。 
 
森本貴満さん（早稲田大学）：ありがとうございます。僕らがこの夏、体験させて

もらったというだけで終わってしまったらダメだな、という思いを強く持っていて、

その何か、提言をしていきたいな、これからも継続してやっていきたいな、と思っ

ておりますので、大変貴重な意見をありがとうございます。 
 
本間 愼さん（羽茂出身）：朱鷺問題であれば、トキ交流会館に連絡をすれば、解

決して頂けると思いますし、それから植林の場合は、横山という地域があるんです

が、どんぐりの植林運動をやっている住民団体などもありますから、そういう意味

では市の方に連絡し、やりたいことを言えば、市の方でどこに連絡をすればいいの

か、わかるんじゃないかと思います。 
 
藤井裕士さん（総合政策監）：会場のみな様に補足の意味もこめてお話しさせて頂

きます。早稲田大学の NPO「環境ロドリゲス」さんは、昨年からお越しいただいて、

今年度もお越しいただきました。「佐渡市トキ交流会館」で行政の人間と市民の皆

さんが懇親会をさせていただきまして、受入れは、ここにいらっしゃる親松元副市

長が、地元の集落で受け入れて頂いて、いろんな体験をさせてもらったということ

でございます。今後も引き続き、ちょっと遊びに来るということだけじゃなく、集

落に入って地元の方々と一緒に、食べて、飲んで親睦を深めて頂ければいいなと思

業したくなるような魅力的な職場づくりに関する提言だとか、また、今年は佐渡市

の佐渡島インターンシップ事業も３年目に入りましたが、まだまだ学生さんの参加

を増やしていきたいと思っております。 
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います。島外の若者たちとお付き合いをすることによって島の人も元気になるんで

すよ。来てくれたということで佐渡の住民も喜びますので、今後も引き続き、宜し

くお願い致します。 
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２０１２年９月２日 
第 13 回産業振興フォーラム 

 
～ 閉 会 挨 拶 ～ 

 

首都圏佐渡経済人懇談会 
座長 今井茂雄 

 
ご紹介いただきました、経済人懇談会の座長を努めております今井でございます。

きょうは朝、雨が降りまして、少し欠席の方が多くいらっしゃるのかと思いました

が、これだけ大勢の方にいらしていただきまして本当にありがとうございました。

今日のお話は、まず冒頭に摩尼会長からあと６年、６年経ったから２月に終るよと

いわれました。私もちょうどそのとき一緒に座長ということになりましたんで、一

緒にやめた方がいいのかなと、そういうふうに思っております。若い方々になって

もらった方が活気が出るんじゃないか、とも思っております。きょうはおふた方の

参加で熱気がこもりまして、聞いておりましても本当に楽しくなりました。佐渡に

希望がでたような気がいたしました。ぜひこれからも、きょうの早稲田の生徒さん

の話がありましたように、佐渡はいいところです。食べ物もいろいろおいしいし、

それからいいところもいっぱいあります。男性だけでなく女性も大勢来ていただい

て、ぜひ人口を増やしていただきたい、そのように思いました。私は先ほど申しま

したように、佐渡島の旧畑野町の出身の今井でございます。そんなことで、私もで

きるだけ佐渡を応援したいと思います。１０月は私の業界の仲間、印刷業界の仲間

の１０人ぐらいで旅行に行くことになっております。一昨年は文京区の懇談会の人

たち、１０人ぐらいと一緒にいきまして、そのときは甲斐副市長さんにも出ていた

だきました。ともかく、佐渡と東京の絆をもっともっと太くしていきたいと思って

ます。きょうはそういう意味では、おふた方、本当にありがとうございました。佐

渡に少し希望がでたような気がしまして、燃料も作れるし、石油も出るということ

ですから。 

 

そんなことで、私も畑野町の千枚田のほうで３年、つくっておりますから。そん

なことを含めて佐渡とのつながりを皆さんも作っていていただきたいと思います。

きょうは本当にありがとうございました。皆さんもこれからできるだけ佐渡にいき

まして大勢の人と交流をはかっていただきたい、そのように思っております。よろ

しくお願いします。どうもありがとうございました。 
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オーナー・経営者・役職者・他 講師

1 荒井　敏彦 金井 (株)共英 48 廣瀬　俊三 ㈱広瀬組　代表取締役社長

2 飯田　歳樹 両津 (株)飯田製作所 49 村山　由貴男 ｱｲﾏｰｸ環境㈱　代表取締役社長

3 今井　茂雄 畑野 (株) 双文社

4 猪股　悌一 金井 日本天然ガス(株) 佐渡・佐渡市関連

5 岩原　荘太郎 両津 (株)東設サービス 50 藤井　裕士 佐渡市　総合政策監

6 榎　崇斗 両津 taneCREATIVE　(株) 51 親松　東一 元佐渡観光協会　常務理事

7 大場　和範 佐和田 元　エイワ (株)

8 大場　諭 相川 (有) オオバ住建 首都圏佐渡連合会関連

9 小川　真一郎 両津 (株)GOOD FORTUNE 52 摩尼　義晴 首佐連 会長

10 尾田　政雄 新穂 53 尾田　喜作 首佐連 副会長

11 尾畑 留美子 真野 尾畑酒造株式会社 54 本間　愼 首佐連 副会長

12 笠井　亨 真野 (株)常創設計 55 松木　伸夫 首佐連 副会長

13 梶　　春治 河崎 三和薬品 (株) 56 若林　武彦 首佐連 副会長

14 掃部　義幸 金井 元ソニーテクノクリエイト 57 名畑　五郎 首佐連 副会長

15 川原　榮次 両津 元(株)東京精密 58 近藤　正栄 首佐連 顧問

16 河原　清 新穂 (株) ノーマ 59 島田　治男 首佐連 顧問

17 川村　敏夫　 畑野 昭和ゴム機工 (株) 60 丸山　昭夫 首佐連 顧問

18 北嶋　准 小木 (株)モーリメイドアメニティ 61 坂田　正通 郷土連絡委員会委員長

19 北村 さやか 両津 佐渡の酒と肴「だっちゃ」 62 榎谷　端夫 郷土連絡委員会副委員長

20 木村 紀子 畑野 NPO感声アイモ 63 小路　徹 産業振興部会長

21 後藤 勇典 ｱｲﾏｰｸ環境(株) 64 菊地　亨 産業振興部会員

22 竹森　真佐子 両津 ｱｲﾏｰｸ環境(株) 65 高野　一久 産業振興部会員

23 島倉　峰雄 (株)ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸｽ 66 髙野　泰三郎 産業振興部会員

両津

第１３回産業振興フォーラム参加者

24 伊豆野泰弘 両津 (株)ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸｽ 67 本間　正巳 産業振興部会員

25 須田　春雄 新穂 68 小林　秀雄 産業振興部会員

26 白根　四男也 両津 (株)野毛電気工業 69 西　美知乃 芸能部会員

27 髙尾　政治 真野 高尾工業(株) 70 末武　康雄 趣味の委員会　委員

28 田中　耕一 インベックス(株) 71 藤下　幸伸 食の委員会　委員

29 塚本　寅夫 両津 塚本商店 72 目黒　康裕 事務局　事務局長

30 中川　元宣 真野 (有) 中川設計 73 磯野　和也 事務局　事務局次長

31 名畑　榮雄 真野 (株)エスピーシー 74 前田　康久 会計監査

32 野崎　一文 新穂 バータージャパン（株） 75 若林　明弘 首都圏真野人会顧問

33 広瀬　翔太 秋津 (株)シンワシーデリカ 76 遠藤　禎司 首都圏真野人会

34 広橋　光治 金井 千葉大学 77 加藤　　實 首都圏佐和田会

35 深井　富枝 相川 F.T工房 78 甲斐　京子 東京河崎会役員

36 逸見　正平 真野 司環境計画(株)

37 祝　憲史 両津 (株)サード マスコミ・他

38 細川　勝也 新穂 東京ｽｶｲﾂﾘｰｲﾝﾌｫﾒｲｼｮﾝｺｰﾅｰ 79 岩田　雅 共同通信社

39 益田 潤一 両津 株式会社ボンズ 80 田中　克己 佐渡ジャーナル

40 室岡　啓史 両津 ﾋｭｰﾏﾝ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 81 長島　匠 早稲田大学

41 山本　眞理子 両津 （有）タップス 82 森本　貴満 早稲田大学

42 菊地　真澄 河崎 元ＮＴＴ 83 和山　優帆 独協大学

43 小野　勇二 元ＮＴＴ

44 小柏　秀忠 元ＮＴＴ

45 岸　勝 元ＮＴＴ

46 国府田サナエ 元ＮＴＴ

47 合原　義郎 元ＮＴＴ

参加者：８３名
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