
茨城県廃棄物再資源化指導センター

Vol.18
NOVEMBER 2010



第18号

行政ニュース  

　廃棄物処理法の改正について

　・廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の概要

 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1

　・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対

する意見募集（パブリックコメント）について

 ・・・・・・・・・・・・・・・ 3

　電子マニュフェストの普及について ・・・・・・・・・・・・・・・ 29

再資源化指導センターニュース  

　平成22年度「茨城県リサイクル優良事業所」募集について

 ・・・・・・・・・・・・・・・ 31

　リサイクル優良事業所認定事業所の取組み紹介

　１． 関東セキスイハイム工業㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・ 34

　２． TOTOウォシュレットテクノ㈱ 茨城工場 ・・・・・・・・・・・・・・・ 37

　３． ㈱マグ 筑波工場 土浦製造所 ・・・・・・・・・・・・・・・ 41

お知らせ  

　エコフロンティアかさまのご利用案内 ・・・・・・・・・・・・・・・ 44



1

行政ニュース



行政ニュース

2



3

行政ニュース

 

平成22年10月7日 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政

令案」等に対する意見募集（パブリックコメント）について（お知らせ）  

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」、「廃棄物の処
理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」、「一般廃棄物の最終処分
場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省
令案」及び「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情
報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、広く国
民の皆様から御意見をお聴きするため、平成２２年１０月７日（木）から１１月８日（月）まで
の間、パブリックコメントを実施いたします。  

１．意見募集の対象 

２．資料の入手方法 
（１）環境省ＨＰ 

http://www.env.go.jp/info/iken.html 

（２）電子政府の総合窓口 
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public 

（３）窓口での配付 
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課庶務文書係 
（東京都千代田区霞が関１－２－２中央合同庁舎５号館26階） 
※入館の手続が必要であるため、事前にお電話での御連絡をお願いします。  

３．募集要領 
（１）募集期間 

平成22年10月７日（木）～11月８日（月）17：00まで ※郵送の場合は11月８日（月）必
着  

（２）意見提出先・提出方法 
 以下の記入要領に従い、別紙の意見提出用紙に日本語で御記入の上、電子メール、
ＦＡＸ、郵送のいずれかの方法で、下記の提出先まで送付してください。  

（１） 中央環境審議会「廃棄物処理制度の見直しの方向性（意見具申）」に基づく、廃棄
物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等について 

（２） 廃石綿等の埋立処分基準に関する検討委員会報告に基づく、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案について 

（３） その他の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案
について 

※ 件名は「「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
案」等に対する意見」としてください。 

※ 電話及び匿名での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承くださ
い。 

※ 電子メールによる提出時のファイル形式は、テキスト又はWordファイルとしてくだ
さい。 
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＜お申し込み、 お問い合わせ窓口＞

（社）茨城県産業廃棄物協会

 水戸市笠原町９７８番２５　茨城県開発公社ビル ４階

ＴＥＬ ： ０２９－３０１－７１００　　ＦＡＸ ： ０２９－３０１－７１０３

（財）日本産業廃棄物処理振興センター　情報処理センター　業務推進部

ＴＥＬ ： ０３－３６６８－６５１３　　ＦＡＸ ： ０３－３６６８－７３２３

 ホームページ　 ｈｔｔｐ ： //ｗｗｗ/ｊｗｎｅｔ． ｏｒ． ｊｐ/ｊｗｎｅｔ/
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募集期間　2010年11月１日（月）～12月24日（金）まで
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再資源指導センターニュース

「茨城県リサイクル優良事業所」認定募集について

 　茨城県では、産業廃棄物の再資源化に積極的に取り組んでいる事業所をリサイクル優良事業所
として認定し、産業廃棄物の減量化の促進を図っております。

「茨城県リサイクル優良事業所認定制度」申請要領

1．はじめに
　 　茨城県では、産業廃棄物の再資源化に積極的に取り組んでいる事業所を「リサイクル優良事
業所」として認定する制度を平成11年に創設いたしました。
　 　認定事業所に対しましては、認定証を交付するほか、認定証等を掲示し、会社の広報資料に
掲載するなど広くその名称等を使用することができます。
　 　認定を希望する者は、この要領により申請してください。

2．応募資格
　 　茨城県内で次のいずれかの事業を行っている事業者（工場又は事業所単位での応募を含む。）
　　（1）発生抑制（リデュース）推進事業所
　　　　　産業廃棄物の発生抑制に積極的に取り組み著しい成果を上げている事業者
　　（2）リサイクル100事業所
　　　　　発生する産業廃棄物を100パーセント再資源化している事業者
　　（3）先駆的再資源化技術・装置・システム開発事業所
　　　　 　他に先駆けて、再資源化の技術、装置、システムを開発し、製造、販売する事業者又

は同システムにより産業廃棄物の再資源化を行っている事業者
　　（4）その他知事が特に優良と認める事業所

3．応募方法
　 　ホームページから申請書をダウンロードして、添付書類と併せて郵送又は持参してください。
　
　　　　茨城県廃棄物再資源化指導センターＨＰ　http://www.recycle-ibaraki.jp

4．応募期間
　　　平成22年11月１日（月）～平成22年12月24日（金）まで
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5．申請書の提出先
　 　〒310-0852　水戸市笠原町978番25　茨城県開発公社ビル４階
　 　社団法人茨城県産業廃棄物協会内　茨城県廃棄物再資源化指導センター
　 　電話 029－301－7100　　FAX 029－301－7103

6．結果の通知
　 　３月下旬頃、審査会の結果と認定事業所には、認定証の交付式の案内を通知します。

7．認定証等の交付
　 　翌年度の６月頃行う予定です。

茨城県リサイクル優良事業所　認定事業所一覧（直近５年間）

 （50音順）

リサイクル100事業所部門

　鹿島ポリマー株式会社 （神栖市）
　関東セキスイハイム工業株式会社 （笠間市）
　キリンビール株式会社　取手工場 （取手市）
　株式会社小森コーポレーション　つくば工場 （つくば市）
　ＴＯＴＯウォシュレットテクノ株式会社　茨城工場 （桜川市）
　株式会社マグ　土浦製造所 （かすみがうら市）
　株式会社三谷バルブ　茨城工場 （五霞町）
　三菱化学株式会社　鹿島事業所 （神栖市）
　横浜ゴム株式会社　茨城工場 （小美玉市）

先駆的再資源化技術・装置・システム開発事業所部門

　関東道路株式会社 （筑西市）
　　溶融スラグとがれき類の100％リサイクル事業の取り組み
　　～新合材「エコファルト」の製造～
　勝田環境株式会社、株式会社バイオパワー勝田 （ひたちなか市）
　　木質バイオマス発電事業「廃木材を電気にします」
　キヤノンエコロジーインダストリー株式会社 （坂東市）
　　廃ＯＡ機器類回収及びリサイクルのシステム構築とゼロエミッションの実現
　日立電線株式会社　日高工場 （日立市）
　　廃電線リサイクルシステムの構築と運用

その他知事が特に優良と認める事業所部門

　株式会社ヤマゲン つくば工場、日本ノボパン工業株式会社 つくば工場 （つくば市）
　　木質廃材の原料化及び同木質廃材100％を原料とするパーティクルボードの製造
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１．会社概要
　関東セキスイハイム工業は、阿部寛『あったかハイム』のCMでおなじみのセキスイハイム生産拠点のひ
とつとして1995年、茨城県笠間市にて生産を開始し、今年4月で丸15年を迎えました。
　現在は年間約500棟を生産し、関東全域及び福島県、長野県のお客様に環境にやさしい住宅をお届けして
います。『地球環境にやさしく、60年以上安心して快適に住み続ける事の出来る住まいを提供する。』を家
づくり基本方針とし、高気密・高断熱設計、自然エネルギーを活用した光熱費ゼロ住宅の生産を通じて地域
の皆様が安心して暮らせるよう、環境影響の極小化や省資源・省エネルギー活動にも積極的に取り組んでお
ります。

２．沿革
　1994年 関東セキスイ工業株式会社設立（資本金1億円）
　1995年 工場竣工
　1996年 『品質管理優良工場』認定
 『日経優良先端事業場賞』受賞
　1998年 「枠組み壁工法構造用製材」認定
 『ISO14001』認証取得　※ISO14001の認証範囲：住宅ユニット及び部材の製造
　1999年 『ISO9002』認証取得
　2000年 工業化住宅型式部材等製造者認証取得
　2001年 ゼロエミッション（*積水化学グループ基準）達成
　2003年 労働安全衛生マネジメントシステム「OHSMS」運用
　2009年 関東セキスイハイム工業株式会社へ社名変更

 ＊積水化学グループのゼロエミッション達成基準
 ①熱利用しない単純焼却や外部・内部埋立をしないこと(再資源化率100%)　
 ②再資源化の方法・処理業者が明確で委託契約を締結していること

ゼロエミッション住宅工場の実現

茨城県笠間市北吉原287
関東セキスイハイム工業株式会社
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３．商品ラインナップ

 など
４．ゼロエミッション工場の実現
　当社を含む積水化学グループでは環境創造型企業を目指す取組みの一つとして、生産現場の廃棄物の3R
活動や再資源化率100％を達成するゼロエミッション活動を実施し、環境経営を推進しています。当社にお
いても2001年ゼロエミッションを達成し、現在も維持管理しております。
　木質系の住宅を生産していることから特に木材の廃棄物が多く発生してしまいます。『全ての木材を使い
きろう』をスローガンに、端材同士を継ぎ合わせるフィンガージョイント化など、木材製品歩留りの向上に
努めています。現在では木材の製品率93%を達成し、200mm以上の廃材が無くなりました。また、廃プラ
スチックも再生利用可能な物を分別しペレット化。住宅部材として再利用しています。 
　ペーパーレス化も進みました。以前の生産現場では、紙で出力した図面を元に住宅ユニットを生産してい
ましたが、現在は現場のパソコンで確認できるシステムとなっております。梱包材においても納入の段階で
の梱包レスや通いコンテナを利用することによる省梱包活動などを実施することにより、廃棄物量を削減す
る活動も進めています。

グランツーユー フィオラ グランツーユー ピアーチェ グランツーユー Le

生産図面のペーパーレス

廃プラを再利用して当社製品へ

通いコンテナによる梱包レス

サイズ別に分別された木材
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5．活動実績

6．今後の取組み方
　環境にやさしい家づくりを目指し、木材の製品歩留まり向上や省梱包化を積極的に推進し、廃棄物の更な
る減量化を行います。同時に省エネルギー活動にも注力し、照明のLED化や熱損失改善を進めて行きます。
また、自然保護活動として2006年より毎年実施している『関東セキスイこども自然塾』により、地元小学
校のこども達と一緒に環境学習を通じて自然保護の重要性を再確認するとともに、廃棄物削減活動や省エネ
ルギー活動にも繋がるよう社員一同学習していきます。
　また、セキスイハイムの住宅をより理解していただく為に工場見学も積極的に行っています。住宅をご検
討されているお客様の他、学校や各種団体の見学も積極的に誘致し、環境に良い住宅として『セキスイハイ
ム』の良さを伝えていきます。

◆ 2001年にゼロエミッションを達成。以降リサイクル率100%を継続しております。また、廃棄物の減量
化も進み2000年度比で総量を88％削減できました。
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１．事業所概要
　TOTOウォシュレットテクノ（株）茨城工場は1991年、TOTOの温水洗浄便座〝ウォシュレット〟を生産
開始し、ウォシュレットの国内生産拠点のひとつとして稼動しています。
　当事業所では2004年に環境マネジメントシステムISO14001認証取得以来、CO2排出量、電力使用量、
排水、騒音の環境目標と自主基準を設定し、限りある資源とエネルギーを大切にするための改善活動を継続
的に進めています。また、グループ会社の一つとして、「TOTOグループ企業理念」を共有し、2010年から
開始された「TOTO GREEN CHALLENGE」の活動にも取り組んでいます。

－事業所沿革－
1991年 　9月 小糸工業㈱茨城工場として設立
2001年　10月 ㈱パンウォシュレット設立
　　　　　　　　　　　　　　　パンウォシュレット茨城工場としてスタート
2002年　3月 品質保証システムＩＳＯ9001  （1994年度版）認証取得
2004年　5月 環境マネジメントシステムＩＳＯ14001認証取得
2004年　7月 ゼロエミッション達成
2006年　10月 TOTOウォシュレットテクノ㈱設立
　　　　　　　　　　　　　　　TOTOウォシュレットテクノ㈱茨城工場としてスタート

　◆TＯＴＯグループ全体での取り組み◆

事業所外観
周辺地図

　ＴＯＴＯグループ企業理念　ＴＯＴＯ ＧＲＯＵＰ corporate philosophy
・

・水まわりを中心とした、豊かで快適な生活文化を創造します。
・さまざまな提案を通じ、お客様の期待以上の満足を追求します。
・たゆまぬ研究開発により、質の高い商品とサービスを提供します。
・限りある資源とエネルギーを大切にし、地球環境を守ります。
・一人ひとりの個性を尊重し、いきいきとした職場を実現します。

私たちTOTOグループは、社会の発展に貢献し、世界の人々から信頼される企業を
目指します。
そのために

廃棄物ゼロエミッションへの取り組み

TOTOウォシュレットテクノ株式会社 茨城工場
茨城県桜川市西小塙1812－1
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２．主要製品
　当事業所ではTOTOウォシュレット「ネオレスト」や「GG」「アプリコット」などを生産しています。
TOTOグループでは「TOTO GREEN CHALLENGE]と題して商品による省エネも推進しており、これらの
商品は大きく節水改良された環境にやさしい商品となっています。

３．ゼロエミッションとマテリアルリサイクル率向上への取り組み
　＜事業所で発生する廃棄物の種類と発生量＞
　 　当事業所では、以下の主要製品を製造する過程で、部品の入っていた包装材をはじめとした様々な排
出物が発生します。発生排出物の特徴は、部品の入っていた包装箱が全体の約80％を占め、次いで包装
箱の中に入っていたポリ袋やクッション剤などの緩衝材と分解困難な治具類などの混合廃棄物が15～
18％となり、この中から原料化可能な排出物を少しでも多く取り出すことが、活動の施策となります。

ネオレスト
※陶器部は製造していません

GG
※陶器部は製造していません

アプリコット

便器洗浄水量　４．８L
（20年前は１３L)

発生品目 主な排出物と発生要因

★ 混合（金属プラ） 複合素材で構成された治具類や部品など

★ 混合（紙プラ） 緩衝材やシール部品からはがした剥離紙など

廃プラスチック 部品の入っていたポリ袋、不要になった樹脂部品など

廃油 コンプレッサーオイルなどの廃油（現在は発生していない）

蛍光灯、乾電池 蛍光灯、乾電池

金属くず 水栓金具、ネジ類や故障した工作機械など

木くず 作業台天板、など

機密古紙 機密情報を含む紙ごみ

可燃ごみ 生ゴミ、トイレゴミ、塵芥など

★ 古紙段ボール オフィス古紙、部品の入っていた包装箱など

★原料化可能な排出物が多く混入、リサイクル推進の主なターゲットとなるもの。

排出物別排出量推移表
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　＜活動の歩み＞
　 　当事業所は、2004年度環境目標により、排出物のゼロエミッションを目指し、以下の取り組みによっ
て年度内に達成することが出来ました。
　 　また、2005年度からは資源をより有効活用するために、サーマルリサイクルからマテリアルリサイ
クル（以下、MR）へとリサイクルの質にこだわり、処理委託業者や社内の分別ルールを見直すことで、
2005年度にはMR率95％水準を達成。その後はＭＲ率95％の維持に取り組んでいます。

活動年度 主な取り組み 状態

2003 ゼロエミ型の処理業者と契約締結、分別要領書の整備

2004 ゼロエミ達成！

2005 圧縮梱包機導入、廃プラ売却開始

2006 工場内ゴミ箱表示をリニューアル、デザインを統一。 MR率95％水準に

2007 紙プラ混合品からPPバンド分別開始

2008 スクラップ市場の相場が暴落、回収業者を変更。

2009

コンプレッサー更新により廃油の排出ゼロに。リサイクルステー
ション設置、排出物エリア会議（※注記参照）スタート。

PPバンド以外の樹脂ヒモ、樹脂ボビンを分別開始。電子マニフェ
スト運用開始。

◆主な取り組み事例◆

圧縮梱包機 圧縮したＰＥ袋 リサイクルＳＴ

排出量とリサイクル率の推移表
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ﾘｻｲｸﾙ品合計 293,095 407,888 407,110 428,264 346,091 330,029 291,901

非ﾘｻｲｸﾙ品合計 8,370 1,080 40 190 0 0 0

ﾘｻｲｸﾙ率 97.2% 99.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ率 85.0% 86.7% 92.1% 95.4% 94.2% 94.7% 94.7%
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◆※表中注記：排出物エリア会議とは？◆
TOTOグループが排出物削減と処理費用を削減を適正に推進するために、
排出物管理部門の担当者が持ち回りのホスト事業所に集まり、情報交換を
するための会議体で、毎年関東地区、関西エリアに分かれて開催していま
す。排出物の「減量化・処理費用削減」活動の取組み内容の確認及び、各
事業場との情報交換による目標達成への意識の向上を図ることを目的と
しています。 保管場所確認の様子

ゼロエミ達成！

ＭＲ率９５％水準の維持

ＭＲ率９５％水準への
向上活動開始
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４．今後の対応について
　当事業所では今後の対応について大きく２つ考えています。

　【１：リサイクル率の向上】
　 　リサイクル率の向上に欠かせないものは１人１人の適正分別の意識だと考えています。当事業所では毎
月発行する環境かわら版や分別の写真/現物展示にて従業員への啓蒙活動を行っており、当活動を維持継
続していきたいと考えています。
　【２：排出物の発生抑制】
　 　当事業所から出てくる排出物は前出のグラフ/表からも分かるとおり、大部分が組み立て用部品の包装
材料になります。アセンブルメーカーとして部品の取り出しやすさの追求の中で、中仕切りや包装バンド
などの削減を地道に推進していくことが排出物抑制に繋がると考えています。推進に当たっては、当事業
所だけでなく、製品開発部門や購買部門、部品のサプライヤーとの連携を強化していく予定です。

TOTOウォシュレットテクノ㈱茨城工場は、限りある資源とエネルギーを大切にするた
めの改善活動を継続的に進め、地球環境に貢献します。

開発部門

購買部門
製造部門

（当事業所）

サプライヤー

簡易包装化によ
る廃棄物抑制

プチプチは廃止可能？
中仕切り簡略化可能？

２．廃棄物の発生抑制：関連部門連携による廃棄物抑制イメージ

１．リサイクル率の向上：リサイクル活動のための可視化施策

荷受場でのＰＰバンド回収 生産ラインの分別回収 廃棄物サンプル

もっと簡単に取り出
せないだろうか…
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１．事業所概要
　土浦製造所は1970年、グラスウール製造工場と
して稼働を開始し、現在、住宅用断熱材、設備用断
熱材、保温・吸音用断熱材等を生産するグラスウー
ル総合メーカーです。
　当製造所は、環境に配慮した「省エネルギー推進」
「CO2削減」「産業廃棄物の有効活動」に取り組ん
でいます。
　当製造所取り組みとして産業廃棄物リサイクル推
進を進め、2000年より、具体的なリサイクル推進
目標を掲げ、日々、活動を進めてまいりました。

２．事業所能力
・筑波工場　土浦製造所
　敷地面積：91,665㎡
　建物面接：41,212㎡
　生産能力：32,500ｔ／年間
　生産品目：
　　・住宅用グラスウール断熱材
　　・設備用グラスウール保温・吸音材
　　・吹き込み用グラスウール断熱材
　　・空調用グラスウールダクト

産業廃棄物のリサイクル推進による資源の有効活用

茨城県かすみがうら市上稲吉2046－1
株式会社マグ・イゾベール　土浦工場

（旧株式会社マグ　筑波工場　土浦製造所）

３．事業所概要
1970年10月　　事業所稼働開始
　　　　　　　　（グラスウール生産開始）
2002年12月　　ISO9001取得
2004年12月　　ISO14001取得
2004年8月　　 茨城県リサイクル優良事業所認定    

土浦製造所

土浦
製造所

常磐高速道路・土浦北ICより車10分
JR定盤線・土浦駅より車20分
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４．主要製品
　商品名：JIS A 9521　住宅用人造鉱物繊維断熱材　（住宅用グラスウール断熱材）
　　　　　JIS A 9504　人造鉱物繊維保温材　（設備用グラスウール断熱材）  

　商品名：JIS A 9523　吹込み用繊維質断熱材　（天井裏吹き込み用断熱材）
　　　　　JIS A 9504　人造鉱物繊維保温材　（設備用グラスウール保温材）  

５．産業廃棄物リサイクル推進の取り組み
　会社方針より、2007年までに「埋立産廃ゼロ化」の目標が掲げられ、リサイクル推進の取り組みを開始し、
末期においてミッションを達成しました。

設備用住宅用

吹込み用 保温用
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　製造所より発生する産業廃棄物は、各種再生として原料のリサイクル化とし、また、廃棄物の一部は、製
品化を進め、当社の製品として販売しております。

（省資源、省エネルギー効果）
１，原料の省資源化
　産廃物をリサイクル原料化にすることにより、原料をリサイクル品に置き換える事が可能となった。総ガ
ラス原料の約85％はリサイクルガラスを利用している。

（環境保全効果、経済的効果、波及効果、有効性）
１．リサイクル推進による地球的資源枯渇の抑制
　産廃物をガラス原料の一部にリサイクル使用する事で、天然のガラス原料使用量を
削減し、地球適資源枯渇の抑制に貢献している。

６．今後の課題
　現在、廃棄物として外部処理しているリサイクル品があります。この廃棄物を全量自社処理化へ向け、取
り組んで行きたいと思います。
　また、今後も継続し、環境保全に勤め、「省エネルギー推進」「CO2削減」「廃棄物削減」を製造所内、全
従業員参加で進めて行きたいと思います。
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