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６月22日循環社会部会
＜テーマ：万全な災害廃棄物処理体制の構築

適正処理の更なる推進＞

Ｇ７富山環境大臣会合で、石井富山県知事、

鬼木環境大臣政務官に当社の取組みを説

明(2016.5.15）

KONISH03
資料５（白抜き）
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• 2016年２月14日 タイ王国アチャカ工業大臣当社訪問
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㈱富山環境整備の事業概要

【会社概要】
■社 名：株式会社富山環境整備
■資本金：2000万円 年商：113億円(2015)

■社員数：351名 創業：昭和47年（1972）
■所在地：富山県富山市婦中町吉谷3-3 2



公益

会 社 の 経 営 方 針 等

感謝

共生

安全・安心な

適正処理

地域の魅力づくりなど

地方創生
災害時対応も含む

ｴﾈﾙｷﾞｰ源化

徹底的な

資源化
【経営理念】

【経営方針】
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事業の基本的方向性とコンセプト
【課題等】
・最終処分場の整備・確保がだんだんと難しくなってきている。
・これまで最終処分場跡地は広大な土地であるが、その構造特性から生産性の高い土
地利用がされておらず、公園等の公共的施設が整備され、毎年、多額の管理費等が
必要となる。（最終処分場等のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟも必要）

・国内外で環境的・資源的制約が発生しているほか、発展途上国の多くは、食料問題
や廃棄物処理問題を抱えている。

・農家の高齢化と減少、ＴＰＰを踏まえた国際競争力のある農業経営及び安全で安心
な農産物の安定的な生産が必要とされている。

【基本的方向性とコンセプト】
○方向１：廃棄物の徹底的な資源化と有効利用、とりわけ廃プラスチック類の素材
化 ⇒最新のソーティング技術を取り入れた高度処理
○方向２：最終処分場跡地等を活用した、世界に打って出る次世代型農業の展開

⇒環境にやさしく、かつ安全で高品質・高付加価値の花卉･野菜生産
○方向３：廃棄物由来固形燃料発電ｴﾈﾙｷﾞｰの高度利用と過疎地での災害に備えた

自立・分散型エネルギーの確保
44



実際の作業状況（受付&チェック）

廃棄物の計量

廃棄物搬入路 廃棄物情報の入力

内容のチェック
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実際の作業状況（中間処理）
搬入された廃棄物の選別作業

＜①可燃物＞
➡ﾘｻｲｸﾙ、熱回収

＜②不燃物＞
➡埋立処分
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実際の作業フロー（焼却処理）

【焼却施設の概要】
・竣工年月：平成20年12月
・施設規模：144t/日（産業廃棄物）

14.4kl/日（廃PCB）
・煙突高さ：59ｍ（建物：35ｍ）
・運転日数：約310日/年
・炉形式：ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ式
・設備費：約55億円

・産業廃棄物処理量：約38,000t/年
（処理率：約90％）

・PCB廃棄物処理量：約3,500t/年
・焼却残さ量：約4,100t/年
・発電量：6,000MW
・運転管理コスト：約12億円
・売電料等：約5,000万円

処理フロー図
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実際の作業状況（埋立処分）
最処分場の外観

埋立作業内容のチェック

即日覆土（転圧）

建設系廃棄物は、約７０％
それ以外は、 約３０％

【管理型処分場の概要】
・設置年月：平成14年11月（H28.8変更）
・施設規模：面積：231千m2、容量：8,973千m3
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高度選別処理センター
ソーティングセンターは、国内トップクラスの処理能力【86,000t/ 年】を有し、光学
選別機【19 台】や風力選別機など各種の高度選別機を使った高品質な樹脂素材づくり
【最大10 種類】を行うなど、更なる資源効率化、高付加価値化に取組んでいます。

9



選別技術のカップリング
「比重選別技術」 「材質選別技術」 「異物選別技術」

【レーザーフィルター】
連続式異物除去装置

【材質固有の波形例】
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調査・研究施設（分析センター）

ICP

GC-MS
専門の分析スタッフ

1111



地域資源エネルギーを有効活用した次世代型農業の展開

処理能力：１４４ｔ/日
(２４時間稼働)

地域の廃棄物
廃棄物焼却発電施設

ハウス照明・空調に利用し、

コスト削減へ

次世代農業施設

高品質&価格競争力のある
農作物の生産

栄養価の高い高品質な
農作物を消費

消費
廃棄

～平成25年度及び平成26年度 農林水産省次世代施設園芸加速化事業～

電
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ＩＣＴ等を活用した高付加価値農業

「経験と勘」に基づく農業から
科学に基づく農業の実現

ビッグデータの
活用

作物の品質に影響を及ぼす生育
環境、生育状況等、多種多様な

データを数分ごとに収集

より高度な制御方法、
栽培最適条件の実用

高品質な農作物を
効率的、安定的に栽培

新規就農者の
早期育成の実現

照度センサ

RTR-574 RTR-576

温湿度センサ

栽培環境の見える化
（どこでも確認可能に）

作業の効率化
（作業進捗をデータ化し

労務管理）

情報通信技術。information and communication technologyの略称

栄養成分 当社のトマト
水耕
栽培

土耕
栽培

糖度（ｇ/100g） 11 4.0 4.0

グルタミン酸ナトリウム
（mg/100g）

280 157 172

GABA
（mg/100g）

100 28 28

リコピン
（mg/100g）

8.8 3.0 4.3

ビタミンA（レチノール
相当）（βカロチン）
（μg/100g）

92 45

当社の技術と従来技術との比較
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地域資源エネルギーを有効活用した次世代型農業の展開

【ＴＫＳのトマト首都圏出荷額（１６年度）】
1億5200万円（約130ｔ出荷）

※県産野菜首都圏出荷額全体の約7割 14



認定処理フロー低濃度PCB廃棄物無害化処理

バーコード発行・照会
バーコード発行・照会 照合

バーコードシステムによる管理

固定床炉
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バーコード発行・照会 重量測定

抜油保管施設搬入

照合

照合検収伝票

低濃度ＰＣＢ廃物の焼却処理
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2012年

度

2013年

度

2014年

度

2015年

度

2016年

度

PCB廃電気機器 250t 1600t 2300t 2600t 2400t

年間処理能力 2100t 4900t 5700t 6500t 6500t

250t

1600t
2300t 2600t 2400t

2100t

4900t

5700t

6500t 6500t

低濃度ＰＣＢ廃棄物
・年間約３，０００ｔ
・累計約１１，０００ｔ
・累計処理台数
約１４，０００台
（トランス・コンデンサ等）

トランス等の固定床炉での処理実績
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低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理実績

大型機器の処理実績
200㌧

２０１４-２０１６処理能力の４０％

年末から年度末にかけて依頼が殺到
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災害廃棄物（熊本地震）処理について
混合廃棄物プラント

廃棄物仮置き場

木くずプラント

【災害廃棄物の処理体制等】
・熊本地震の災害廃棄物処理は、熊
本空港近くの工業団地内に仮置場を
設置し、廃棄物を破砕・選別したのちリ
サイクルを中心とする処理先へ搬出し
処分することとした。
（H28.8~H30.1）
・処理主体は、熊本県内の廃棄物処
理業者とＴＫＳを含む、「（一社）日
本災害対応システムズ」会員が運営・
管理を行っている。

[熊本県災害廃棄物処理事業連合体（構成員12社）]
・代表企業：有価物回収協業組合石坂グループ
・構成会社：オー・エス収集センター、九州産廃、星山商店、
前田産業、ﾀﾞｲｾｷ環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ、大栄環境、三重中央開発、
ｴｺｼｽﾃﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ、仙台環境開発、富山環境整備、井本商運

コンクリートガラ 約10万t

廃瓦 約1万t

柱材・角材 約5万t

その他木くず 約2万t

可燃系・不燃系混合物 約16万t
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【構成会社（12社）】
①井本商運株式会社
②オオノ開撥株式会社
③オリックス資源循環株式会社
④三光株式会社
⑤JFE環境株式会社
⑥仙台環境開発株式会社
⑦大栄環境株式会社
⑧株式会社ダイセキ環境ソリューション
⑨株式会社タケエイ
⑩DOWAエコシステム株式会社
⑪株式会社富山環境整備

⑫早来工営株式会社

D.waste-Net 
災害廃棄物処理支援ネットワーク登録

【全国に分散した処理施設】

一般社団法人日本災害対応システムズ（H28.2設立）

１ 処分能力
①破砕 41,887ｔ/日
②焼却 6,790ｔ/日
③埋立 37,370千㎥
２ 運搬能力
海上輸送 29隻 海上輸送コンテナ ６７０基
鉄道コンテナ ３８５基 運搬車両台数 1,260台
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インプット、アウトプット②

０円

－４０円

５０円

差額９０円

リサイクル業（製造業）

ここから、ここまでは明確に

廃棄物の処理業

この静脈産業エリア！
＜廃棄物業→製造業→廃棄物業＞

廃棄物処理業からリサイクル業へ

インプットはマイナス、
つまり廃棄物

原料（インプット）が有価物
だったら、単なる加工業

アウトプットはプラス、つ
まり有価物
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ＴＫＳは

今後の事業展開等

① 安全・安心な廃棄物処理や資源循環

② 廃棄物発電など創ｴﾈﾙｷﾞｰ

③ 次世代施設園芸などの農業経営

などに真摯に取組み、地域、家族から感謝され必要
とされる、また、次の世代に誇れる企業を目指す！

④ 雇用創出、地域活性化など地域創造

環境・資源問題

エネルギー問題

食料問題

人口・経済・地域差問題
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当社は今後とも、地域の活性化につながる
資源効率の高い社会づくりに向け、がんばります。

ご清聴、ありがとうございました。

雨晴海岸から望む立山連峰
海越しに3000ｍ級の山々を眺めるこ
とができるのは、世界で３ヶ所だけと
言われる
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