
 

 

 

平成 28（2016）年度版 

JRAの「環境への取組み」 
 

 
                  SAPPORORACE COURSE 

 

JRA 日本中央競馬会 
施設部 環境対策室 監修 



 

１．各種排出物対策（削減・リサイクル） 

２．温室効果ガス（CO2）排出抑制対策 

３．再生可能エネルギーなどの活用 

① 開催排出物 

（競馬場・ウインズから出るごみ） 

② 回収マークカード 

③ 払戻済勝馬投票券 

④ 開催食品残渣(ざんさ) 

（競馬場の食堂・売店から出る生ごみ） 

⑤ 馬房敷料（稲わら・ウッドシェーブなど） 

⑥ 施設系排出物 

（施設の維持管理で発生する芝かす・剪定枝

葉・汚泥など） 

⑦ 事務系排出物 

（競馬場・ウインズ以外の事務所から出るごみ） 

Ⅰ．はじめに 

 

現代社会において、さまざまな環境問題に取

り組むことは、組織における重要な社会的責任

のひとつです。 

特に、競走馬はもちろんのこと、競馬場、トレ

ーニング・センター、育成牧場をはじめとする施

設を含め、自然の恵みを存分に活用しながら事

業を実施している JRA にとって、その社会的責

任は大きいと認識しています。 

JRA では、『経営の基本方針』に社会環境の

変化に適合した「環境への取組み」を謳っており、

「地球環境との調和が取れた中央競馬の事業

運営」を行うために実施している様々な環境対

策などにより、環境保全に向けての積極的な貢

献を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは主に JRA が取り組む、 

 

 

 

 

についての諸活動を中心にご紹介してまいりま

す。 

 

 

Ⅱ．環境に関する JRA の取組み 

 

JRA の「環境対策」は、大きく分けて『各種排

出物対策（削減・リサイクル）』と『温室効果ガス

（CO2）排出抑制対策』の 2つの柱からなります。 

 

１．各種排出物への対策（削減・リサイクル） 

（1） 排出物の削減・リサイクルのための活動

「JRA-RAP90」の推進 

JRA では平成 10（1998）年より、「JRA‐RAP」 

（ラップ：Recycle Action Program）という名称で、

排出物の削減・リサイクル活動に取り組んでい

ます。 

具体的には、JRAの事業活動によって発生す

る排出物を、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の 7種類に大別し、各項目について排出量の更

なる削減及びリサイクル率のアップに努めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、全体のリサイクル目標値を「90％」に設

定し、これにちなんで「JRA-RAP90」（＊1）と題し

たアクションプログラムを展開しています。 

 

（＊1） 「JRA‐RAP」は平成 10（1998）年より実施しており、実施当

初のリサイクル目標値は「85％」でした。現在のリサイクル目標

値である「90％」は、平成 20（2008）年から設定したものです。 



 

【平成 27（2015）年の「JRA‐RAP90」実績】 

① JRA における 1年間の排出物の総量 

71,306㌧ 

（前年比：1,397 ㌧削減〔▲1.9％〕） 

② そのうちリサイクルができた量 

65,394㌧ 

（前年比：1,135 ㌧削減〔▲1.7％〕） 

③ リサイクル率 

91.7％ → 目標をクリア 

（対前年比：0.2％上昇） 

競馬場でのクリーンキャンペーン 

項　　目 内　　　　容 リサイクル例

 開催排出物  
競馬場・ウインズから排出された

紙ゴミ、弁当ガラ、缶・ビン・ペットボトル等

紙ゴミは上質紙・中質紙等、

一部ペットボトルはゼッケン等

払戻済勝馬投票券
競馬場・ウインズにおいて払戻後に回収された

投票券、レシート
ダンボール

回収マークカード
競馬場・ウインズの発売窓口で投票後に回収された

マークカード
上質紙

開催食品残渣 競馬場の食堂・売店から排出された食品生ゴミ 肥料等

事務系排出物

競馬場・ウインズ以外の事業所から排出された紙ゴミ、弁

当ガラ、缶・ビン・ペットボトル等

（競馬場・ウインズの事務所から排出されるゴミは「開催

排出物」に含む）

紙ゴミは上質紙・中質紙等、

ビン・缶は再生

馬房敷料
厩舎で使用した競走馬・乗用馬の寝床用の稲藁・麦

稈・ウッドシェーブ等

稲藁はマッシュルーム菌床等、

ウッドシェーブは土壌改良材等

施設系排出物

施設維持管理作業の際に発生した芝かす・剪定枝葉・

落ち葉・汚泥、複合建築資材、コンクリートがら、金属く

ず、廃棄プラスチック等

芝かす・枝葉は肥料等、

金属くず・プラスチックは再生等
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また、競馬開催日に競馬場やウインズで発生

するごみ（競馬開催に関する排出物）について

は、別途リサイクル率目標値を「50％」に設定

（＊2）して目標達成に向けて様々な取組みを行

いました。その結果、平成 27（2015）年の排出量

は前年比で 356 ㌧削減され、リサイクル率は平

成 26（2014）年の 47.8％から 49.6％に改善され

ましたが、目標値を僅かに下回りました。 

なお、本年（平成 28〔2016〕年）も、引き続きリ

サイクル目標値を「50％」に設定して取組みを推

進しています。 

 

（＊2） JRAの排出物が全体でリサイクル率 90％を超えている理由

は、排出物全体の 78.1％を占める「馬房敷料」がほぼ完全に

リサイクルできている（平成 27 年実績：99.8％）ことに依るところ

が大きいことから、競馬開催日に競馬場・ウインズで発生する

ごみについては、別途リサイクル率の目標値を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競馬開催日には多種多量のごみが排出され

ますが、これらをリサイクルするために重要なの

は、リサイクル可能なものを選別すること、すな

わち「分別回収」です。 

ごみの分別回収で最も効率的なのは、早い

段階で「リサイクル可能」なものと「それ以外」の

ものとに分別することです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

回収されたマークカード 

このため、競馬場やウインズに「分別ごみ箱」

を順次設置し、お客様がごみを分かりやすく捨

てることができるようにしており、これらの配置方

法についても工夫を施しています。 

また、開催競馬場や一部のウインズでは「クリ

ーンキャンペーン」と題して、レースの合間など

にスタッフが各所を巡回し、お客様へのご協力

を呼びかけながら、ごみの回収を行っています。 

併せて、ごみの排出量を削減する取組みのひ

とつとして、投票マークカードやその記入に使用

する鉛筆（ペグシル）の回収箱を設置し、フロア

などへの散乱を防止するとともに、可能な限り再

利用できるようにしています。 

 

（2） 資源のリサイクル 

次に、リサイクル目標を達成するための実施

策を、項目別に紹介します。 

 

① 使用済馬房敷料 

「馬房敷料」とは、トレ

センや競馬場などの厩舎

や診療所、乗馬普及施

設の馬房に敷く「寝床」の

ことで、「稲わら」・「麦か

ん」や「ウッドシェーブ」

（木を薄く削った「かんなくず」）がこれにあたり、

使用済馬房敷料は毎日絶え間なく排出されてお

り、JRA の排出物の多くを占めています。 

平成 27（2015）年の実績では、JRA の排出物

全体の 78.1％にあたる 55,675 ㌧が使用済馬房

敷料です。 

これらをリサイクルする方法として、例えば栗

東トレーニング・センターでは、使用済馬房敷料

をトレセン内にあるプラントで堆肥化（コンポスト

処理）した後、農業関係者などに出荷して、肥

料・土壌改良材や家畜牛の敷料などに活用され

ています。なお、平成 27（2015）年における馬房

敷料のリサイクル実績は、99.8％でした。 

 

② ペットボトル 

一般社団法人全国清涼飲料工業会の調べで

は、平成 26（2014）年のソフトドリンクの容器別シ

ェア（生産量ベース）では、ペットボトルの割合が

69.5％と最も高いシェアであり（＊3）、JRA におい

ても施設内での販売や、お客様の持込みなどに

より、非常に大量のペットボトルがごみとして排

出されています。 

その中で、東京・中山の各競馬場では、回収

したペットボトルの一部を、繊維化（再生ポリエ

ステル綿）し、競走馬のレースや調教に用いる

ゼッケン、清掃スタッフなどのユニフォーム材料

布としてリサイクルしています。 

競馬場で回収したペットボトルがリサイクルさ

れる過程は、次頁に表でまとめました。 

（＊3） 全国清涼飲料工業会ホームページ「統計資料」より 

 

③ マークカード・勝馬投票券 

 

 

 

 

 

 

 

お客様の勝馬投票により、自動発売機への投

入や発売窓口で回収したマークカードは、リサイク

ル後、全てが上質紙などに生まれ変わります。  

また、払戻後回収した勝馬投票券は、一定期間

保管した後に段ボールなどの再生紙としてリサイ

クルしています。 

 

④ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 馬場内に積まれた芝かす（東京競馬場） 

施設・設備などの維持・管理作業の実施など

に伴い発生する排出物（汚泥・芝かすなど）や、

競馬開催以外に平常業務などで発生する一般

的な事務系排出物（紙類、段ボールなど）につ

いても、可能な限りリサイクルができるように努

めています。 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ペットボトルのリサイクル工程（東京・中山競馬場で分別回収） 

JRAでは、図のようにペットボトル

の「完全循環リサイクル」を行ってい

ます。 



 

【JRA が実施している主な節電対策】 

○省エネ機器（LED 照明など）の導入 

○競馬場やウインズの館内照度調整や館内空調温度調整 

○再生可能エネルギー（太陽光発電システム）の導入 

○自然風や地熱を活用した建築構造 

○空調設備の高効率機器への更新 

競馬場の中央監視室 

２．温室効果ガス（CO2）排出抑制対策 

（1） 温室効果ガス排出量の現状 

JRAでは、「省エネ法（エネルギーの使用の合

理化等に関する法律）」などの関連法令・条例を

遵守しつつ、温室効果ガス（CO2）排出量総量削

減のための施策を実施しています。 

CO2 排出量を削減するには、エネルギー使用

量の抑制（節電など）や省エネ機器の導入など

が効果的ですが、平成 23（2011）年 3 月の東日

本大震災を契機に節電の機運が高まり、以降

競馬開催に支障のない範囲（お客様にとって快

適な環境が維持できていることが前提となりま

す）で継続的に節電施策を実施しております。 

平成 27（2015）年の電力使用量については、

前年の平成 26（2014）年との対比で 98.8％、東

日本大震災の起こった前年である平成 22（2010）

年との対比では 75.8％にまで抑えました。 

その結果、平成 27（2015）年の年間 CO2排出

量は、前年の平成 26（2014 ）年との対比で

97.3％、同じく平成 22（ 2010）年との対比で

93.5％に抑えることができました。（＊4）（＊5） 

 

（＊4） CO2排出量は、 

エネルギー使用量 × CO2排出係数（各電気事業者別） 

により算出していますが、平成 24（2012）年以降は、原子力

発電所の稼動停止による化石燃料（火力）発電へのシフト

が進み、CO2 排出量算出に用いる各エリア電気事業者（東

京電力など）の CO2 排出係数が大幅に上昇しました〔CO2

排出量算出のための係数は、ＪＲＡ事業所が立地する一般

電気事業者の係数の単純平均でみると、平成 27（2015）年

は、平成 23（2011）年との比較で 149.1％と上昇）。 

したがって、JRA の使用電力に関するコントロール自体は

比較的順調に推移しましたが、これらの外的な要因により

CO2 排出量は節電効果ほど減少していないという結果となっ

ています。 

（＊5） JRAでは省エネ法に基づき、平成 23（2011）年から平成 27

（2015）年までの間、CO2 の削減については JRA が年間で使

用したエネルギー量を全て原油換算したもの（kl）を JRA の全

施設の延床面積（㎡）で除した値を「原単位」として定義し、

「原単位」を対前年比で 1％以上減じることを目標としていま

す。平成 27（2015）年の実績は対前年比▲2.3％となり、目

標をクリアしました。 

 

（2） CO2排出量削減に繋がる節電への取組み 

温室効果ガス（CO2）排出量総量の削減につ

いては、特に使用エネルギーの大部分を占めて

いる電気と都市ガスの消費量の削減に重点を

置いています。 

特に、電気供給を巡る環境については、引き

続き社会全体にわたり不安定なことから、JRA

では一層効率的な電気使用に努めるとともに、

お客様のご理解・ご協力をいただきながら、公正

な競馬開催に支障を来たさない範囲で、節電に

関する各種対策を講じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 競馬場・ウインズの省エネルギー対策 

次に、競馬場やウインズにおける省エネルギ

ー対策についてご紹介します。 

 

① 設備管理による対策 

競馬場のスタンド内にある「中央監視室」は、

競馬開催日に使用するエネルギーの総合コント

ロールルームです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「中央監視室」では、競馬が円滑に施行でき

るよう、常時電気などの使用動静を管理してい

るほか、お客様が利用されているエリアにつきま

しても、快適な滞在環境に細心の注意を払いな



 

札幌競馬場（パークウインズ棟ホール） 

 

がら、可能な範囲で照明や空調などを制御し、

エネルギー使用量の抑制を図っています。 

 

② コジェネレーション設備 

東京及び函館競馬場のスタンド棟では、エネ

ルギー供給システムに、「コジェネレーション

(cogeneration) 設備」を採用しています。 

コジェネレーションとは、ガス原動機などによ

る発電を行い、その排熱を熱源として利用する

ことにより、電力と熱を同時に供給できる複合シ

ステムです。 

ＪＲＡでは、ガスを燃料とした発電機により発

電し、その排気熱を冷水や温水を造る熱源とし

て利用しています。 

このシステムにより、エネルギーの有効利用

を図ることで、競馬開催日（パークウインズを含

む）に使用する電気の消費量を削減しています。 

 

③ 自然光の採光や自然空調の導入 

中京競馬場（愛知県豊明市）のペガサススタ

ンド東側のロビー「プラザ eco」にある 4階まで吹

抜けになっている上部に設けた換気窓は、屋外

の気温・天気・風の強さなどを分析し、換気のた

めの自然通風が最適な条件でできるよう自動的

に開閉するようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

室内の気温が屋外より高いときには、上昇気

流が発生するので、1階と 3階のスタンド席出入

り口上部の外気取入れバランス窓（ランマ窓）が

開き、風が吹き込むことで空調設備の使用をコ

ントロールし、使用電力の低減を図っています。 

また、平成 26（2014）年夏にリニューアルオー

プンした札幌競馬場では、大きな側面ガラスか

ら自然採光を行い、館内の自然照度を上げてい

ます。更に、天井照明は LED 灯の採用により、

消費電力の抑制を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  「LED」の導入 

消費電力量の低減を図るため、照明や避難

口誘導灯について「LED 化」を順次全国の競馬

場・ウインズで推進しています。 

平成 26（2014）年春にリニューアルオープンし

たウインズ新宿では、全国の JRA施設で初めて

全館照明を「LED化」しました。 

また、札幌競馬場の大型映像装置（ターフビ

ジョン）や福島競馬場のパドックにある屋外表示

施設についても、表示部を放電管から LED に更

新しています。 

 

 

 

 

 

 

 

ウインズ新宿（フロア） 

 

 

（4） 太陽光発電システムの導入 

太陽光エネルギーは、CO2 を排出しないクリ

ーンなエネルギーです。 

このエネルギーを太陽電池パネルによって、

電気に変換する「太陽光発電システム」を「環境

対応」はもとより、「事業運営の効率化」・「地域

社会との調和」等に資することを目的に導入しま

した。 

太陽光発電システムは、平成 24（2012）年 3

月に中京競馬場へ設置したのを手始めに、平成

25（2013）年 10月より競馬学校（千葉県白井市）

と東京競馬場（東京都府中市）で、更に平成 26

（2014）年 10月より中山競馬場（千葉県船橋市）

で順次運用を開始しています。 



 

【JRA の太陽光発電システム】（設置順） 

○中京競馬場  100kW（ペガサススタンド大屋根） 

○競馬学校    803kW（馬場内） 

○東京競馬場  483kW（フジビュースタンド大屋根） 

○中山競馬場  903kW（メインスタンド大屋根） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電システム（競馬学校） 

 

平成 27（2015）年に上記 4 事業所で発電した

電力の合計は、一般家庭の年間使用電力の約

730世帯分に相当します（＊6）。 

 

（＊6） 電気事業連合会によると、一般家庭の使用電力の全

国平均値は一月あたり約 300kWh、一年間で約 3600kWh

であるとしています。 

 

また、JRA の太陽光発電実績を基に、システ

ムにおける平成 27（2015）年の CO2削減効果を

試算すると 、上記 4 事業所合計で 、約

1,317,000kg‐CO2 となり、スギの木（人工林）約

94,100 本分（約 100ha の森林面積に相当）の年

間 CO2吸収量と同じになります（＊7）。 

 

（＊7） 林野庁によると、樹齢 35 年のスギ（人工林）は、1 本当

たり年間約 14kg‐CO2を吸収するとしています。 

 

JRA は、今後も地球環境の改善に寄与し、ス

ムースな事業運営に資するような新たな施設・

設備や技術についても調査研究を重ね、実用化

につなげられるよう取り組んでいくこととしていま

す。 

 

 

Ⅲ．おわりに 

 

JRA は、社会環境の変化に適合した「環境へ

の取組み」を今後とも続けてまいります。 

この取組みをより効果あるものとするためにも、

競馬場やウインズに来場されるお客様も含め、

競馬に関わるすべての人々が環境にやさしいア

クションを心がけることが大事であり、今後も引

き続き皆さまへのご協力をお願いしたいと考え

ています。 

平成 26（2014）年 5月に香港で行われた「アジ

ア競馬会議 2014」において、会議に参加した

JRA 代表が「JRA の環境対策」と題し、アジア各

国を中心とする加盟国の競馬施行団体などの

皆さんに向けての講演を行いました。 

その内容とは、JRA‐RAP（排出物の削減・リ

サイクル）と CO2 排出削減（特に節電を通じて）

への取組みぶりを説明したものでしたが、とりわ

け本編でもご紹介した、競馬場で回収したペット

ボトルをゼッケンなどにリサイクルする取組みに

ついては、参加者から非常に高い関心が示され

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

アジア競馬会議（2014 年 5 月・香港） 

 

このような国際会議の場で講演を行うことが

できたことは、競馬の施行のみならず、環境対

策においても JRA が先進的であると評価されて

いる証であるということを肝に銘じ、今後も模範

となるべく取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 

冒頭にも述べましたが、「地球環境にやさしく、

環境との調和が取れた中央競馬の事業運営」

の趣旨をご理解いただき、「環境企業」としての

JRAにも引き続きご注目ください。 


