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は  じ  め  に

　循環型社会形成推進基本法のもと各種

のリサイクル関連法が制定・改正され、

循環型社会構築に向けた基盤は順調に整

備されてきております。

　また、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律等もその都度改正され、新たなリサ

イクル関係の制度が創設・改正され、再

生利用等の取り組みの円滑化の措置等が

図られてきております。 

　こうした中で、限られた資源の有効利

用と環境に配慮した真の循環型社会の実

現には、 県民、 事業者、行政のリサイク

ルへの積極的な取り組みがなお一層求め

られております。

　そこで、当公社では「リサイクル情報

センター」事業の一環として、県内事業

所や県・市町村で行われているリサイク

ルへの積極的な取り組み及び栃木県循環

資源交換情報を紹介し、並びに最新の行

政情報も併せて提供することにより、本

県の廃棄物の減量化、リサイクルを一層

促進することにいたしました。 

　このたび、当公社機関誌「３Ｒとちぎ」

（40号）を発行いたしましたので、本誌

が皆様方の業務に少しでも参考となれば

幸いです。 

第40号
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廃棄物の３Ｒ推進と地域社会への貢献活動

株式会社小松製作所　小山工場
	 小山工場総務部環境課　赤　荻　雅　利

工場概要

⑴　工 場 名　株式会社小松製作所　小山工場

⑵　所 在 地　栃木県小山市横倉新田400番地

⑶　工場開設　1962年

⑷　代 表 者　執行役員小山工場長　帯金　英文

⑸　従業員数　3,700名

⑹　事業内容　建設機械のキーコンポーネントの開発・生産。

エンジン、油圧機器（ポンプ、モーター、バルブ）、足回り、リマン

環境活動経緯
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１．ゼロエミッション活動

　小山工場は株式会社小松製作所の中で、最初にＩＳＯ14001の認証取得（1997年）をした事業所で、ゼ

ロエミッション活動への取り組みは今年で30年になります。現在ではＩＳＯ14001もグループとして統合

認証による取り組みとなっております。小山工場においてはＩＳＯ14001の認証取得に先立ち、事業所内

にリサイクルセンタを設置して、従業員全員参加によるゼロエミッション活動への取り組みを継続推進し

ております。

　特徴としては産業廃棄物の発生工程（部門）で仕分け・分別されたものを、部門の担当者が直接リサイ

クルセンタに持ち込み、指定の場所へ投入するシステムとなっていることから、リサイクルセンタでは指

導員による分別指導のみで、産業廃棄物に対する責任は発生工程（部門）にある形としています。

１．ゼロエミッション活動

小山工場は株式会社小松製作所の中で、最初に の認証取得（ 年）をし

た事業所で、ゼロエミッション活動への取り組みは今年で 年になります。現在では

もグループとして統合認証による取り組みとなっております。小山工場にお

いては の認証取得に先立ち、事業所内にリサイクルセンタを設置して、従業

員全員参加によるゼロエミッション活動への取り組みを継続推進しております。

特徴としては産業廃棄物の発生工程（部門）で仕分け・分別されたものを、部門の担

当者が直接リサイクルセンタに持ち込み、指定の場所へ投入するシステムとなっている

ことから、リサイクルセンタでは指導員による分別指導のみで、産業廃棄物に対する責

任は発生工程（部門）にある形としています。

【図 】産業廃棄物排出量と生産金額当り指数、リサイクル率推移

【写真１】リサイクルセンタ設置（ 年）【写真 】リサイクルセンタ増築（ 年）

【図１】産業廃棄物排出量と生産金額当り指数、リサイクル率推移

【写真１】リサイクルセンタ設置（1997年） 【写真２】リサイクルセンタ増築（2017年）



リサイクル情報 リサイクル情報

― 3 ―

２．具体的な取り組み

　2018年度における小山工場の産業廃棄物発生量の内訳を【図２】に示します。

　建設機械のコンポーネント工場として事業活動を行っており、産業廃棄物では汚泥・廃プラスチック・

廃油・廃木材の４分類で98％を占めております。以下に特徴的な産業廃棄物についての個別改善活動と 

ＰＣＢ廃棄物の処分状況を説明いたします。再資源化のフローについては【図３】を参照願います。

２－１．排水処理施設から発生する汚泥の減容化

　小山工場では各工程から発生する工程系排水を自社処理することで、農業用水に放流しています。水

質汚濁法における要求事項の毎月の検査はもとより、日常管理と24Ｈ監視装置による排水の安全を堅持

しております。（工業団地でも４回/年検査を実施）

　排水処理では環境負荷の高い物質を汚泥として回収することで、処理水質の担保を行っているため

日々汚泥が発生しています。発生した汚泥をそのまま産業廃棄物として処理業者へ委託することは３Ｒ

の精神に反すると認識し、自社内での脱水機による汚泥の減容化（約1/8）を実施しております。

　2018年度には従来のフィルタープレス（昭和52年設置）を更新して、多重円盤方式の脱水機を導入【写

真３】しております。選定理由として重作業の廃止と良好な含水率が得られることが挙げられます。（含

水率は76 ～ 78％）

．具体的な取り組み

年度における小山工場の産業廃棄物発生量の内訳を【図 】に示します。

建設機械のコンポーネント工場として事業活動を行っており、産業廃棄物では汚泥

・廃プラスチック・廃油・廃木材の 分類で ％を占めております。以下に特徴的な

産業廃棄物についての個別改善活動とＰＣＢ廃棄物の処分状況を説明いたします。再

資源化のフローについては【図 】を参照願います。

【図 】 年度産業廃棄物発生量の内訳 【図 】 分類の再資源化フロー

排水処理施設から発生する汚泥の減容化

小山工場では各工程から発生する工程系排水を自社処理することで、農業用水に放流

しています。水質汚濁法における要求事項の毎月の検査はもとより、日常管理と 監

視装置による排水の安全を堅持しております。（工業団地でも４回 年検査を実施）

排水処理では環境負荷の高い物質を汚泥として回収することで、処理水質の担保を行

っているため日々汚泥が発生しています。発生した汚泥をそのまま産業廃棄物として処

理業者へ委託することは３Ｒの精神に反すると認識し、自社内での脱水機による汚泥の

減容化（約 ）を実施しております。

年度には従来のフィルタープレス（昭和 年設置）を更新して、多重円盤方式

の脱水機を導入【写真 】しております。選定理由として重作業の廃止と良好な含水率

が得られることが挙げられます。（含水率は ～ ％）

【写真 】更新した脱水機（多重円盤方式：ヘリオス脱水機）

廃棄物の種類 中間処理 最終形態

汚泥 混錬 スラグ（セメント材料）

廃プラスチック 破砕・圧縮固化 RPF（固形燃料）

焼却（熱回収） スラグ（セメント材料）

廃油 油水分離 再生燃料化

廃木材（廃パレ） 破砕 助燃材（セメント会社）

破砕・成形 パーティクルボード化

陶器ｶﾞﾗｽ
汚泥

廃ﾌﾟﾗ

廃油

金属くず

廃酸･廃ｱﾙｶﾘ

廃木材
紙くず

金属くず

がれき類
廃ｵｲﾙ

廃油 廃塗料 強ｱﾙｶﾘ

産廃物の内訳（重量）

Σ=2,173t
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【図２】2018年度産業廃棄物発生量の内訳 【図３】４分類の再資源化フロー

【写真３】更新した脱水機（多重円盤方式：ヘリオス脱水機）



リサイクル情報 リサイクル情報

― 4 ―

２－２.濃厚廃液処理装置（真空蒸留ヒートポンプ方式）による濃厚廃液の減容化

　小山工場では主力製品として建設機械のコンポーネントの加工を行っており、加工機の保有台数は

2,000台を超えるものとなっております。それらの機械で使用される切削液や洗浄液の処理が困難であ

るので、３Ｒの推進として濃縮装置による自社内での減容化（約1/7）を実施しております。2012年に

従来行っていた薬品処理から、真空蒸留ヒートポンプ方式による濃厚廃液処理装置を導入しました。

　本装置導入に当たっては、蒸気を使用しない電気によるヒートポンプ方式とし、蒸留後に発生する凝

縮水については再度処理が必要なために、後段の排水処理施設の原水として分注することで確実な処理

を行っております。

２－３．ＰＣＢ廃棄物の処分完了

　小山工場（含む栃木工場）で保有していましたＰＣＢ廃棄物について、2018年度で処分が完了しまし

た。ＪＥＳＣＯ（高濃度）及び民間（低濃度）の処分業者への委託を行い適正処分をしております。

　※ＪＥＳＣＯ：中間貯蔵・環境安全事業株式会社

【写真４】濃厚廃液処理装置 【図４】設備の処理フロー

濃厚廃液処理装置（真空蒸留ヒートポンプ方式）による濃厚廃液の減容化

小山工場では主力製品として建設機械のコンポーネントの加工を行っており、加工機

の保有台数は 台を超えるものとなっております。それらの機械で使用される切削

液や洗浄液の処理が困難であるので、３Ｒの推進として濃縮装置による自社内での減容

化（約 ）を実施しております。 年に従来行っていた薬品処理から、真空蒸留ヒ

ートポンプ方式による濃厚廃液処理装置を導入しました。

本装置導入に当たっては、蒸気を使用しない電気によるヒートポンプ方式とし、蒸留

後に発生する凝縮水については再度処理が必要なために、後段の排水処理施設の原水と

して分注することで確実な処理を行っております。

【写真 】濃厚廃液処理装置 【図４】設備の処理フロー

ＰＣＢ廃棄物の処分完了

小山工場（含む栃木工場）で保有していましたＰＣＢ廃棄物について、 年度で処

分が完了しました。ＪＥＳＣＯ（高濃度）及び民間（低濃度）の処分業者への委託を行

い適正処分をしております。 ※ＪＥＳＣＯ：中間貯蔵・環境安全事業株式会社

【図 】ＰＣＢ廃棄物保有台数推移 【写真 】搬出状況
【図５】ＰＣＢ廃棄物保有台数推移 【写真５】搬出状況
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３．地域社会への貢献活動

廃プラの有価物化推進（ペットボトル・エコキャップ回収による社会貢献）

　小山工場では従業員が利用した飲料の空容器（ペットボトルとキャップ）について、有価物化し下野

奨学会基金への寄付を行っております。また、工場フェスティバルにおいても、毎年、来場者の方々に

エコキャップ回収へのご協力をお願いして、得た収益金も同様の寄付を行っています。リサイクルに当

たってはラベル剥がしやキャップの洗浄作業を経て初めて買取業者への排出ができますが、その作業は

社員が行っております。他に特別支援学校への製品保護キャップを実習教材として提供することで、素

材毎に仕分け頂きリサイクルする活動も行なっております。

４．まとめ

　グループ内でもいち早くゼロエミッション活動に取り組み、産業廃棄物の抑制と削減を推進してまいり

ました。ISO14001の認証取得やリサイクルセンタの建立、減容化設備の導入といったハード対策はもと

より、環境管理活動への取り組みを全従業員が行うことで環境マネジメントシステムの有効性を発揮でき

ていることは、教育と管理、従業員の認識の成果と考えております。事業活動が置かれている環境変化に

対応してコンプライアンスの順守と３Ｒの推進にこれからも努めてまいります。

地域社会への貢献活動

廃プラの有価物化推進（ペットボトル・エコキャップ回収による社会貢献）

小山工場では従業員が利用した飲料の空容器（ペットボトルとキャップ）について、

有価物化し下野奨学会基金への寄付を行っております。また、工場フェスティバルにお

いても、毎年、来場者の方々にエコキャップ回収へのご協力をお願いして、得た収益金

も同様の寄付を行っています。リサイクルに当たってはラベル剥がしやキャップの洗浄

作業を経て初めて買取業者への排出ができますが、その作業は社員が行っております。

他に特別支援学校への製品保護キャップを実習教材として提供することで、素材毎に仕

分け頂きリサイクルする活動も行なっております。

【図 】エコキャップの社内処理フロー

【図 】排出量推移 【写真 】分別作業 【写真 】教材学校搬入
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グループ内でもいち早くゼロエミッション活動に取り組み、産業廃棄物の抑制と削減

を推進してまいりました。 の認証取得やリサイクルセンタの建立、減容化設備

の導入といったハード対策はもとより、環境管理活動への取り組みを全従業員が行うこ

とで環境マネジメントシステムの有効性を発揮できていることは、教育と管理、従業員

の認識の成果と考えております。事業活動が置かれている環境変化に対応してコンプラ

イアンスの順守と３Ｒの推進にこれからも努めてまいります。
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【図６】エコキャップの社内処理フロー

地域社会への貢献活動

廃プラの有価物化推進（ペットボトル・エコキャップ回収による社会貢献）
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とで環境マネジメントシステムの有効性を発揮できていることは、教育と管理、従業員

の認識の成果と考えております。事業活動が置かれている環境変化に対応してコンプラ

イアンスの順守と３Ｒの推進にこれからも努めてまいります。
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（数量は数えておく・記録
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　塩谷広域行政組合では、塩谷地域圏（矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町）で発生する一般廃棄物の処

理を塩谷広域環境衛生センター（さくら市松島地区）で行ってきましたが、老朽化が著しいことや循環型社

会構築のための啓発や環境教育・環境学習を行う拠点となる施設が必要であることから、これらに代わる新

たなごみ処理施設の整備が必要な状況でした。

　こうした状況を踏まえて、平成28年度より矢板市安沢地区に次期環境施設「エコパークしおや」の整備を

開始し、令和元年９月に竣工、同年10月より供用を開始しました。

エネルギー回収型
廃棄物処理施設

処理方式 全連続運転式燃焼ストーカ 建築面積 6,685.65㎡

施設規模 114ｔ/日（57ｔ/24h×2炉） 延床面積 11,169.64㎡

発電能力 1,530ｋW 構　　造
鉄骨・鉄骨鉄筋
コンクリート造

マテリアルリサイクル
推進施設

処理対象
・規模

21ｔ/5ｈ
不燃ごみ・不燃性粗大ごみ（12ｔ/５ｈ）、
資源びん（６ｔ/ ５ｈ）、古紙類（１ｔ/
５ｈ）、ペットボトル（２ｔ/５ｈ）

特　　徴
搬入の利便性を考え
両施設を合棟として
いる。

エコパークしおやの整備について

塩谷広域行政組合

施設概要

⑴　施設名称　エコパークしおや

⑵　設 置 者　塩谷広域行政組合（矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町）

⑶　所 在 地　栃木県矢板市安沢3640

⑷　敷地面積　36,117.35㎡
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１．エネルギー回収型廃棄物処理施設
　ごみ焼却施設に「全連続運転式燃焼ストーカ」を導入し、ごみを効率よく安定処理するとともに、排ガ

ス中の有害物質の除去など公害防止等の面からもこれまでに無い厳しい基準値をクリアできる高度な設備

を有しており、生活環境や自然環境に配慮した施設となっています。

　また、ごみを焼却した時に発生する高温の燃焼ガスから廃熱ボイラで熱を回収して蒸気を発生させて、

蒸気タービン発電機により発電を行っています。この発電した電力は施設内で使用するほか、敷地内の余

熱利用施設及び隣接するし尿処理施設「しおやクリーンセンター」に送電し、施設の電力を賄っています。
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２．マテリアルリサイクル推進施設
　ごみを破砕、選別、圧縮等を行うことにより、リサイクルを進めるための施設です。ごみを材料・原料

として利用することで、資源循環型社会の実現に貢献するとともに、地球環境の保全に努めます。

３．余熱利用施設
　エコパークしおやで発生する余剰電力を利用した施設になります。温浴室施設、歩行浴、フィットネス

ルームや休憩室を整備し、住民の皆さまが健康の維持及び増進を図れる場として利用できます。

温浴室 歩行浴 フィットネスルーム
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４．啓発施設
　エコパークしおやでは、ごみの発生抑制、リサイクル、再資源化について学習できる体験型の展示等を

行い、３Rの啓発に向けた環境学習コーナーを設けています。また、施設見学や再生品提供事業などを行

い、循環型社会構築の実現に向けた取り組みにより環境教育・環境学習の拠点となる施設を目指していま

す。
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生分解性ストロー実証事業結果について

栃木県環境森林部廃棄物対策課

　栃木県では、不必要な使い捨てプラスチックの使用削減、再生材や生分解性プラスチックの利用促進、プ

ラスチックごみのリサイクルと適正処理の徹底など、森里川湖におけるプラスチックごみゼロに向けた取組

を進めています。

実 施 場 所：25市町104店舗

実 施 期 間：令和元（2019）年10月１日～ 31日

アンケート：101店舗から回収（回収率97％）

１　アンケート結果概要

○生分解性ストローを今後も使いたいと思いますか？

・思う　　　　64店

・思わない　　37店

○�「使用感は普通のストローと変わりない」、「環境に配慮した生分解性ストローを使用していきたい」と

の意見を多くいただく一方、生分解性ストローを使用するにあたっての主な課題として、次の意見をい

ただきました。

・単価が高い（２円／本） 41店

・バリエーションがない（曲がるストロー、太さ、色） 28店

・最低購入本数が１万本では多すぎる ７店

・使用期限が半年では在庫できない ４店

２　結果の活用

　生分解性ストローを導入するにあたっての課題（価格、バリエー

ション、販売形態）を、製造メーカー、販売業者等と情報共有し、

飲食店（ユーザー）等の皆様が導入しやすい環境整備に努めて参

ります。

25市町104店舗の協力を得て「生分解性ストロー」の使用を試行
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食品ロス削減に向けた「とちキャラーズの３きり運動」について

栃木県環境森林部廃棄物対策課

　県内の食品ロスの削減に向けた機運醸成を図るため、新たに、市町等と連携し、①料理はおいしく「食

べきり」、②食材は無駄なく「使いきり」、③生ごみを捨てる際に「水きり」を行う「とちキャラーズの

３きり運動」を開始しました。

　食品ロスを削減していくためには、それぞれの立場において主体的にこの課題に取り組み、社会全体

として対応していくことが重要となりますので、皆様の御協力をお願いします。

　令和元（2019）年10月１日施行の「食品ロスの削減の推進に関する法律（食品ロス削減推進法）」では、

10月を「食品ロス削減月間」、10月30日を「食品ロス削減の日」と定めています。

　食品ロス削減の重要性について理解や関心を深め、料理はおいしく食べきり、食品の購入や調理の方

法を改善するなど、できることから取組をはじめましょう。

○食品ロスの削減の推進に関する法律（食品ロス削減推進法）に関する情報

〈消費者庁ＨＰ〉

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promot

問合せ先：栃木県�環境森林部�廃棄物対策課�廃棄物対策担当（TEL：028－623－3107）

　食品ロスは全国で、年間643万ｔ発生

しており、この量は国民1人1日当たり茶

わん約１杯分のご飯の量に相当します。

〈参考：食品ロスの発生状況〉

発生場所 発生量（万t）

食品製造業 137

食品卸売業 16

食品小売業 66

外 食 産 業 133

家　　　庭 291

合　　　計 643

（平成28（2016）年度国推計）

食品ロスの発生量
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○ 　ＰＣＢ廃棄物は、ＰＣＢ特措法により、処分期間内に処分することが義務付けられています。次の電気

機器には過去にＰＣＢが使用されていましたので、確認の上、適正に処分してください。

※高濃度ＰＣＢ廃棄物には、ＰＣＢ濃度が0.5％を超えるものが該当します。

※現在使用中の機器にＰＣＢが含有している場合は、処分期間内に使用をやめて処分しなければなりません。

※処分期間までに処分を行わない場合は、行政処分の対象となります。

ＰＣＢ廃棄物の主な判別方法

・変圧器やコンデンサー：銘板から判別してください。

・蛍光灯用安定器：銘板からメーカーに問い合わせてください。

ＰＣＢの処理に係る支援制度

①　中小企業等処理費用軽減制度　［問合せ先：ＪＥＳＣＯ］

　高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分費用のうち、中小企業は70％、個人は95％が軽減されます。

②　ＰＣＢ廃棄物関連融資制度［問い合わせ先：日本政策金融公庫］

　日本政策金融公庫では、ＰＣＢ廃棄物の処分に必要な運転資金の融資を行っています。

ＰＣＢ廃棄物の処分はお済みですか？

処分の期限が迫っています。

変圧器 コンデンサー 業務用・施設用蛍光灯の安定器

〔処分期間〕　・高濃度ＰＣＢ廃棄物　変圧器・コンデンサー：令和４（2022）年３月31日まで

安　　定　　器　　等：令和５（2023）年３月31日まで

・低濃度ＰＣＢ廃棄物　　　　　　　　　　　：令和９（2027）年３月31日まで

〔処理施設〕　・高濃度ＰＣＢ廃棄物：中間貯蔵・環境安全事業㈱［通称：ＪＥＳＣＯ］
［問い合わせ先］ＰＣＢ処理営業部監理課（TEL 03－5765－1197）

・低濃度ＰＣＢ廃棄物：全国の無害化処理認定施設等
［環境省ＨＰ］https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

詳細は次のページに記載しています

〔問い合わせ先　栃木県廃棄物対策課　028－623－3098〕

ＰＣＢの詳しい情報はコチラ（県ＨＰ）
⇒ http://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/eco/haikibutsu/haikibutsu/pcb-top.html

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処分について

栃木県環境森林部廃棄物対策課



行 政 情 報 行 政 情 報

― 13 ―

行 政 情 報

［ＰＣＢ廃棄物の判別方法について］

①変圧器・コンデンサーの判別方法

［高濃度ＰＣＢ使用可能性がある機器：Ｓ28（1953）からＳ47（1972）に国内で製造されたもの］

②蛍光灯用安定器の判別方法

［高濃度ＰＣＢ使用安定器が設置された可能性がある建物：Ｓ52（1977）．３末までに建築・改修された事業用建物］

※通電中の機器に近づくと感電のおそれがあり危険ですので、電気主任技術者等に依頼して確認してください。

※新たに高濃度ＰＣＢ廃棄物が発見された場合は、県廃棄物対策課又は県環境森林事務所まで御連絡ください。

御注意ください ～こんなところからも高濃度ＰＣＢ廃棄物が発見されています～
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令和元年台風第19号に係る栃木県災害廃棄物処理方針について

栃木県環境森林部廃棄物対策課

　令和元年台風第19号の被害に伴い、栃木県内で多様かつ大量の災害廃棄物が発生していることから、県は、

早期の復旧・復興の実現に向け、県内の災害廃棄物の処理が適正かつ円滑・迅速に行われるよう必要な事項

を定める災害廃棄物処理方針を11月20日に策定しました。
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「優良産廃処理業者（処分業者・収集運搬業者）認定制度」について

栃木県環境森林部廃棄物対策課

１　優良産廃処理業者認定制度とは

○　  通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な処分業者や収集運搬業者を、都道府県・政令市

が認定する制度です。

○　認定された事業者は、遵法性や事業の透明性が高く、財務内容も安定しています。

○　 優良産廃処理業者に認定されると、許可期間が７年に延長され、許可証に「優良」マークが記載され

るので、排出事業者に対して自身が優良事業者であることをアピールできます。

２　認定を受ける７つのメリット

①　許可の有効期間が５年から７年に延長される。

②　許可証に優良マークが記載される。

③　  優良認定処理業者として、栃木県の公式ホームページ

で公表される。

④　許可申請の際に提出する書類の一部を省略できる。

⑤　財政投融資における優遇措置が受けられる。

⑥　  環境配慮契約法に基づき、国等が行う契約での有利な

取扱いが受けられる。

⑦　  廃プラスチック類の処分業者の方は、保管量の上限が

２倍になる。

３　認定を受けるための５つの条件（以下の条件を全て満たす必要があります。）

①　実績と遵法性

　　５年以上産業廃棄物処理業を営んでおり、廃棄物処理法に基づく改善命令等を受けていないこと

②　事業の透明性

　　事業の内容等の情報をインターネットで６ヶ月以上公表していること

③　環境配慮の取組

　　ＩＳＯ14001、エコアクション21等の認証を受けていること

④　電子マニフェスト

　　電子マニフェストシステムに加入しており、利用可能であること

⑤　財務体質の健全性

　　自己資本比率が10％以上であること、法人税等の未納がないこと等

※詳しくは、栃木県ホームページ「優良産廃処理業者認定制度について」を御覧ください。

【http://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/yuuryou-sinnsei.html】

許可証の例
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改正フロン排出抑制法の施行について

栃木県環境森林部環境保全課



行 政 情 報 行 政 情 報

― 17 ―



行 政 情 報 行 政 情 報

― 18 ―

浄化槽法の一部改正について

栃木県環境森林部環境保全課

「単独処理浄化槽の転換」と「浄化槽の管理の向上」を同時に実現することを目的とし、浄化槽法の一部を

改正する法律が令和２（2020）年４月１日から施行されます。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換

　浄化槽には、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」と、し尿のほか台所や風呂などからの生活雑排水

を併せて処理する「合併処理浄化槽」があります。単独処理浄化槽を新たに設置することはできませんが、

古いものが未だに使用されています。

　単独処理浄化槽は、生活雑排水をそのまま川や水路に放流するため、水質の汚濁につながります。

　この単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換することで、身近な川や水路に流す汚れの量を約８分の１

に減らすことができます。

　改正法では、そのまま放置すれば生活環境の保全・公衆衛生上重大な支障をきたすおそれのある単独処

理浄化槽は「特定既存単独処理浄化槽」と位置づけられ、行政が浄化槽管理者に対し措置の勧告や命令が

できることになります。

　身近な水環境を守るため、単独処理浄化槽をお使いの方は合併処理浄化槽への転換に御協力ください。

浄化槽の管理の向上

　浄化槽は微生物の働きを利用して生活雑排水を浄化する装置です。浄化槽が正常に機能するためには適

正な維持管理が必要であり、改正法では管理の向上のため、行政による浄化槽台帳整備や浄化槽管理士が

研修を受講すること等が義務化されます。

　水環境保全のため、浄化槽をお使いの方は保守点検・清掃・法定検査を適正に行ってくださるようお願

いします。 （水環境担当　028－623－3189）
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食品廃棄物及び食品ロスの発生状況に関するアンケート調査結果について

（公財）栃木県環境保全公社

　まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食べ物を「食品ロス」と言い、生産、製造、販売、消費

等の各段階で日常的に発生し、国内では年間643万㌧もの量が発生しています。（下記「国内の食品廃棄物及

び食品ロス等の発生量（平成28（2016）年度推計）」を参照）

　令和元（2019）年10月１日には、行政、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、国民運動として食品ロ

スの削減を推進するため「食品ロス削減推進法」が施行となり、より一層の削減に向けた取組推進が求めら

れることとなります。

　そこで、食品ロスが発生する食品関連事業者の中でも、食品廃棄物に占める食品ロスの割合が高い外食産

業について、県内の一定地域における実態（傾向）を把握し、結果を広く公表することで食品ロスの削減に

向けた取組推進の一助とするため、調査を実施しました。

【国内の食品廃棄物及び食品ロス等の発生量（平成28（2016）年度推計）】

出典：農林水産省「食品ロスとリサイクルをめぐる情勢」から作成
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１　アンケート回収、回答状況

　栃木県小山市内の外食産業から抽出した471事業所に対し、アンケートを実施したところ、76事業所（回

収率16.1％）から回答がありました。

２　アンケート回答結果

(1)　食品リサイクル法制度や食品ロスの問題に関する認知度（ｎ＝75）

(2)　「食品廃棄物」を廃棄する際の分別状況（ｎ＝74）

(3)　「食品廃棄物」を廃棄する際の処理方法（ｎ＝59：複数回答可能設問）

(4)　毎月平均（直近１年間）の「食品廃棄物」の廃棄量及び「食品ロス」の割合

①　「食品廃棄物」の量

・重量による把握：１事業所あたり、635.3kg（ｎ＝15）

（参考：体積による把握：１事業所あたり、1,092.4リットル（ｎ＝12））

※重量による把握と体積による把握の有効回答者は重複しない

②　「食品廃棄物」に占める「食品ロス」の量

・重量による把握：１事業所あたり、236.3kg（ｎ＝12）

（参考：体積による把握：１事業所あたり、859.1リットル （ｎ＝７））

※①及び②の重量による把握と体積による把握の有効回答者は重複しない

③　「食品廃棄物」に占める「食品ロス」の割合

・重量：37.2％（参考：体積：78.6％）

※①及び②の両方へ回答した事業所から算出
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(5)　「食品ロス」が発生する原因（ｎ＝70：複数回答可能設問）

(6)　「食品ロス」が発生しないよう取組（配慮）していること（ｎ＝73：複数回答可能設問）

(7)　�「食品ロス」が発生しないよう行っている取組（配慮）していることで、最も効果があると感じるも

の（ｎ＝62）
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⑻　�食品廃棄物や食品ロスを減らすために、行政へ要望すること（抜粋、一部表現を要約したものがあり

ます。）

・食品ロスの問題のほか、食品保存の知識を広く普及。

・規格外品である野菜や果物の流通や、賞味期限商品の取扱の検討。

・食べきれなかった料理の持ち帰りに必要なプラスチック製容器包装の取扱を工夫。

・クリスマス、年末年始等のイベントに関係する料理の完全予約制化を励行。

⑼　その他自由意見（抜粋、一部表現を要約したものがあります。）

・食育の普及が食品ロスの削減につながると思う。

・ 将来的に、形の良くない野菜や果物等を調理し、地元のフードバンク活動団体を通じて、子ども食堂

へ提供したい。

・提供料理の数量を限定し、かつ予約制としない限り、食品ロスは発生する。

４　考　察

○　 食品廃棄物を分別している事業所は82.5％と比較的高い結果であった一方、その食品廃棄物量を重

量で把握する事業所は20.2％、更には、食品廃棄物に含まれる食品ロスまで重量で把握する事業所は

16.2％と著しく低下する傾向となっています。これは、あえて廃棄物の種類や量を把握する手間がどの

ようなメリットになり得るのか明らかではない等の理由が考えられます。

○　 また、食品廃棄物に占める食品ロスの割合は37.2％（重量による把握）であり、農林水産省公表の

66.8％と比較して著しく少ない結果となっています。これは、今回のアンケート結果による同割合は、

算出基礎である有効回答が12件と少ない状況であり、農林水産省の公表値と比較・検証等を行うための

十分なデータが得られなかったことが影響しているものと考えられます。

○　 そのほか、事業所自身が把握する食品ロスの発生原因では「食べ残し」が最も多く、一方食品ロスが

発生しないよう取組（配慮）を行っている、或いは最も効果的だと感じる内容は、「需要の予測に応じ

た食材仕入れ及び料理の提供」が最も多かった。食品ロスの発生原因と発生させないための取組に若干

の不一致が見受けられましたが、事業所としては、それぞれの取組効果や有用性を再検証するとともに、

消費者側の意識や行動変容に合わせた相乗的な対策が重要であると考えられます。

５　まとめ

　食品ロスの削減に向けては、まず食品廃棄物や食品ロスの発生実態（傾向）の検証が重要ですが、今回

のアンケートでは、食品廃棄物に占める食品ロスの割合に関して、検証に資する十分なデータの収集には

至らず、課題として残る結果となりました。

　今後、外食産業に限らず、食品関連事業者の削減取組を促す観点から、行政等による大規模な調査及び

検証が必要であることに加えて、経営上の観点を重視せざるを得ない同事業者の立場を念頭に、削減によ

る費用対効果を立証していくことも、各事業者自らが、食品廃棄物や食品ロスの実情を把握し、削減に向

けた取組への潮流を生み出すものと考えられます。

　そのほか、食品関連事業者の削減取組には、消費者の理解、協力や行動変容等が密接に関係する場合が

あり、関係者が食品ロスに対する認識を深め、それぞれの実情や立場に応じた削減への取組が、まさに食

品ロス削減推進法の趣旨に則した国民運動として、食品ロスの削減の推進に向けた機運醸成につながるも

のであると考えられます。
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栃木県循環資源交換情報

　（公財）栃木県環境保全公社では、従来の「廃棄物」から「循環資源（有用な廃棄物）」に名称を変更した

標記の事業を平成19年度から実施しております。循環資源排出・提供事業者の方々からいただいた情報は、

当公社のリサイクル情報誌「３Ｒとちぎ」に掲載しておりますが、循環資源の交換情報をいただきました皆

様にはあらためて感謝申し上げます。

　引き続き、県内事業者の方々に御協力をいただきながら、本県における循環資源の交換が促進されますよ

う更に充実した情報にしていきたいと考えておりますので、この循環資源交換制度の登録を希望される方

は、下記により申込みをお願いいたします。

　また、当公社のホームページにも「栃木県循環資源交換情報」(定期的に更新)を掲載しておりますので、

併せてご覧くださるようお願いいたします。

　今後とも、当公社では循環資源リサイクルに関する情報提供に努めてまいりますので、循環資源排出・提

供事業者の方々におかれましては、当公社のホームページ情報などを活用するなどして、循環資源の再資源

化・再利用を更に推進していただきますようお願いいたします。

循環資源交換制度　登録申し込み

　制度の内容について（公財）栃木県環境保全公社ホームページをご覧ください

・ 登録を希望する事業所や循環資源交換制度について詳しく知りたい方は、（公財）栃木県環境保全

公社のホームページをご確認ください。

　登録は申込用紙に記載の上、Ｅメール又はＦＡＸでお願いいたします

・ 登録を希望される事業所は、当公社ホームページの「リサイクル情報事業」にある「循環資源交換

制度登録申込書」に必要事項をご記載の上、「Ｅメール」又は「ファックス（郵送でも可）」でお申

し込みください。

　登録事業所は「３Ｒとちぎ」「（公財）栃木県環境保全公社ホームページ」に内容を掲載いたします

・ 登録申込内容を確認させていただいた後、当公社のリサイクル情報誌「３Ｒとちぎ」及び「当公社

のホームページ」の「栃木県循環資源交換情報」に事業所の登録内容を掲載いたします。

栃木県循環資源交換情報について

（公財）栃木県環境保全公社

連　絡　先

〒320－0043　宇都宮市桜４－２－２（公財）栃木県環境保全公社
ＴＥＬ：028－622－7654　　ＦＡＸ：028－627－3287

◇リサイクル情報事業専用メールアドレス　tkhk3@hozenkousha.jp

◇公社ホームページアドレス　http://www.hozenkousha.jp

◇循環資源の種類◇

01燃え殻　02汚泥　03廃油　04廃酸　05廃アルカリ　06廃プラスチック類　07紙くず

08木くず　09繊維くず　10動植物性残渣　11動物系固形不要物　12ゴムくず　13金属くず

14ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず　15鉱さい　16がれき類　17動物のふん尿

18動物の死体　19ばいじん　20処分するために処理したもの　21混合物

22一般廃棄物又は上記（01 ～ 21）以外の循環資源
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