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【はじめに】

●天草設備株式会社
創立：昭和４５年７月１３日

●拠点所在地
本社：天草市佐伊津町建設団地内

LIFA天草：天草市港町
苓北営業所：天草郡苓北町

●従業員数：47名

●業務内容：管工事・電気工事を
主に多岐に渡る



【現在に至った経緯】

①ゼロエミッションの指導を受けた事が
契機となり分別の積極的な取り組みへ
と繋がった。

②天草に唯一の安定型埋立処分場の飽和
が間近に迫っている。

私達で出来る事から、まず始めた。



ＣＯＮＴＥＮＴＳ

＜我社の現在の姿＞

我社の産業廃棄物区分置場

及びその分別方法
1

現在に至る迄の経緯

取り組み
2





















配置図

分別にあたっての注意事項

配布資料の中に入れています



【分別の管理方法】

工務部は、各課にて管理担当者を決め
以下の月別に管理を行う。

工 務 Ⅰ 課 ・・・１・５・９月

工 務 Ⅱ 課 ・・・２・６・10月

ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ課 ・・・３・７・11月

ﾘﾌｫｰﾑ工事課 ・・・４・８・12月

※分別に問題が発生した場合は、

各課の管理担当者が朝礼で

原因者を追及し産業廃棄物

分別法について指導を行う。



産廃の３Ｒへの取組み

＝ ＱＣサークル活動の成果

我社のＱＣサークル数 ⇒ 10サークル

ＱＣサークルメンバーの能力向上・自己表

現・明るく活力に満ちた生きがいある職場

づくり、お客様の満足の向上、及び社会へ

の貢献を目指すもの。

ＱＣの導入時期 ⇒ 昭和58年

ＱＣサークル活動とは？

ＱＣ社内発表大会数 ⇒ 54回（２８年）



大会数 活動期間 サークル名

Ｓ45

７/１３

Ｈ11

７/２

H13

　1・2・3月

H12.12 産業廃棄物の分別と減少

　～H13.6 　→産廃区分 現状 ８品目を16品目へ拡大

Ｈ13

８/３

H13.6 一般廃棄物の排出量抑制

　～H13.12 　→前年度比 53.8％の削減

塩ビ管、ポリエチレン管の有効活用

　　65％の再使用で安全具製作

H13.12 活かそう塩ビ切り管

　～H14.6 　→日建連ＣＯ２削減目標12％を塩ビ切管リサイクルで達成

産廃のリサイクル品目を増やそう

　→リサイクル品目数 5/16品目を11/24品目へ拡大

環境にやさしいリサイクル品意識改革

　→リサイクル品目数 現状 11品目を23品目に拡大

Ｈ20

８/5

H21.6 産廃抑制・短管の再利用

　　～H21.12 　→鋼管の切管をニップルとして活用

H21.12

  ～H22.6

安定型埋立　産廃処分の改善ＰＡＲＴⅡ

H22.6 →産廃の積込、積み降ろし時間の短縮、安定型埋立品投入口に

  ～H22.12 　150口ワイヤーメッシュをかけ、小さく裁断しなければ投入

　出来ない様、産廃置場の改善

H22.12

　～H23.6
54回 ネットワーク 安全なパイプ処理方法の確立

51回 パワーアップ

52回 ステップ 限られた資源の有効活用（エコキャップ活動）

53回 ステップ

44回

H17.12

ステップ 　→産廃置場の改善（分別枠 現状 24品目を27品目に拡大）

　　～H18.6

－ － 分別枠　27品目→29品目（アルミ缶、ABS)

36回 いっぱい飲み隊

36回

H13.12

ステップ 　→産廃区分 現状 16品目を24品目へ拡大

       ～H14.6

35回 ひまわり

35回

H13.6

ステップ 　→塩ビ管、ポリエチレン管の切管在庫　

　　 ～H13.12

－ －
ゼロエミッション指導　３回
（1/18～1/19・2/15～2/16・3/22～3/23）

34回 ステップ

－ － ＩＳＯ１４００１認証取得

テーマ名、活動内容

－ － 天草設備株式会社　創立

－ － ＩＳＯ９００１認証取得

【ＱＣ活動実績（産廃関係）】

大会数 活動期間 サークル名

Ｓ45

７/１３

Ｈ11

７/２

テーマ名、活動内容

－ － 天草設備株式会社　創立

－ － ＩＳＯ９００１認証取得

Ｈ12

８月
－ － ＩＳＯ１４００１認証取得に向けたキックオフ宣言

H13

　1・2・3月
－ －

ゼロエミッション指導　３回
（1/18～1/19・2/15～2/16・3/22～3/23）



【ゼロエミッションの指導】

“廃棄物等処理の優先順位（３Ｒ）”

①発生抑制（Reduce)

②再使用 （Reuse)

③再生利用（Recycle)

④熱回収

⑤適正処理

の考え方で、まず分別をする、
次に引き取り先を捜す、最終的に
ゴミゼロを目指す。



【産業廃棄物の分別・ﾘｻｲｸﾙ品目数の推移】

 1. プラスチック類  1. ゴム  1. ゴム  1. ゴム  1. ゴム

( GW ) ( GW )

( RW ) ( RW )

 3. ビニール袋  3. ビニール袋 (2)ビニール (2)ビニール(土のう袋・ﾋﾞﾆｰﾙ紐

 4. 発砲ウレタン  4. 発砲ウレタン 　　　　　　スポンジ・その他）

 5. 塩ビ管・ポリ管  5. 塩ビ管 (3)PVC (3)PVC(塩ビ管)

　 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ (4)PVC (4)PVC(ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ・電線被覆・その他)

 6. ポリ管 (5)PE (5)PE(ｶﾞｽﾎﾟﾘ・水道ﾎﾟﾘ・冷媒保温・その他)

(6)PE (6)PE(架橋ﾎﾟﾘ)

(7)ペットボトル (7)PE (7)PE(ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ)

 8. ナイロン

 9. プラスチック (8)PP (8)PP(便座・塩ビ桝・ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ・その他)

(9)FRP (9)FRP(風呂釜)

(10)FEP (10)FEP(FEP管)

(10)発砲ｽﾁﾛｰﾙ (11)発砲ｽﾁﾛｰﾙ (11)発砲ｽﾁﾛｰﾙ

 2. 鉄くず類 (6)電　線 (11)電　線 (12)電　線 (12)電　線

(7)鉄･DV管･PLS管･ (12)鉄　類 (13)鉄 (13)鉄

　 SGP管･VLP管･

　 銅管･電線管･古鉄

 8. ネジ切くず  13. ネジ切くず (14)ネジ切くず (14)ネジ切くず

 9. 廃油 (14)廃油 (15)廃油 (15)廃油(ネジ切りマシン油)

 3. 空　缶 10. 缶  15. 缶 (16)缶 (16)アルミ缶

(17)スチール缶

 4. ガラス 11. ガラス  16. ガラス  17. ガラス類 18.ガラス類(ガラス・電球)

(17)ビン (18)ビン (19)ビン

(5)AS (12)AS (18)AS (19)AS (20)AS

(6)CON (13)CON (19)CON (20)CON (21)CON

(7)陶磁器類 (14)陶磁器類 (20)陶磁器類 (21)陶磁器 (22)陶磁器

 8. 木くず 15. 木くず  21. 木くず (22)木材 (23)木材

(22)ダンボール (23)ダンボール (24)ダンボール

(23)天井ボード (24)天井ボード (25)天井ボード

　　 石こうボード (25)石こうボード (26)石こうボード

 26. 外壁材  27. 外壁材

　  

16.安定型埋立  24. 安定型埋立  27. 安定型埋立

　  

 29. 安定型埋立(塩ビ管(古)・保温材・その他)

分別品目数 8 分別品目数 16 分別品目数 24 分別品目数　  　　27 分別品目数 29

リサイクル品目数 (3) リサイクル品目数 (5) リサイクル品目数 (11) リサイクル品目数 (23) リサイクル品目数 (25)

 2. 保温材  2. 保温材

(28)ABS

産業廃棄物の分別・リサイクル品目数の推移

平成13年2月現在 平成13年5月現在 平成14年5月現在 平成18年5月現在 平成20年8月現在

計器板・ｳｫｰﾙBOX

電気ﾌﾟﾚｰﾄ・洗面台鏡

のｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ・ﾒｰﾀBOX

散水BOX・ACﾊﾟﾈﾙ

 1. プラスチック類

 2. 鉄くず類

 3. 空　缶

 4. ガラス

(5)AS

(6)CON

(7)陶磁器類

 8. 木くず

分別品目数 8

リサイクル品目数 (3)

平成13年2月現在

分別品目数 8

リサイクル品目数 (3)



【ＱＣ活動実績（産廃関係）】
大会数 活動期間 サークル名

Ｓ45

７/１３

Ｈ11

７/２

H13

　1・2・3月

H12.12 産業廃棄物の分別と減少

　～H13.6 　→産廃区分 現状 ８品目を16品目へ拡大

Ｈ13

８/３

H13.6 一般廃棄物の排出量抑制

　～H13.12 　→前年度比 53.8％の削減

塩ビ管、ポリエチレン管の有効活用

　　65％の再使用で安全具製作

H13.12 活かそう塩ビ切り管

　～H14.6 　→日建連ＣＯ２削減目標12％を塩ビ切管リサイクルで達成

産廃のリサイクル品目を増やそう

　→リサイクル品目数 5/16品目を11/24品目へ拡大

環境にやさしいリサイクル品意識改革

　→リサイクル品目数 現状 11品目を23品目に拡大

Ｈ20

８/5

H21.6 産廃抑制・短管の再利用

　　～H21.12 　→鋼管の切管をニップルとして活用

H21.12

  ～H22.6

安定型埋立　産廃処分の改善ＰＡＲＴⅡ

H22.6 →産廃の積込、積み降ろし時間の短縮、安定型埋立品投入口に

  ～H22.12 　150口ワイヤーメッシュをかけ、小さく裁断しなければ投入

　出来ない様、産廃置場の改善

H22.12

　～H23.6
54回 ネットワーク 安全なパイプ処理方法の確立

51回 パワーアップ

52回 ステップ 限られた資源の有効活用（エコキャップ活動）

53回 ステップ

44回

H17.12

ステップ 　→産廃置場の改善（分別枠 現状 24品目を27品目に拡大）

　　～H18.6

－ － 分別枠　27品目→29品目（アルミ缶、ABS)

36回 いっぱい飲み隊

36回

H13.12

ステップ 　→産廃区分 現状 16品目を24品目へ拡大

       ～H14.6

35回 ひまわり

35回

H13.6

ステップ 　→塩ビ管、ポリエチレン管の切管在庫　

　　 ～H13.12

－ －
ゼロエミッション指導　３回
（1/18～1/19・2/15～2/16・3/22～3/23）

34回 ステップ

－ － ＩＳＯ１４００１認証取得

テーマ名、活動内容

－ － 天草設備株式会社　創立

－ － ＩＳＯ９００１認証取得H12.12 産業廃棄物の分別と減少

　～H13.6 　→産廃区分 現状 ８品目を16品目へ拡大
34回 ステップ



【産業廃棄物の分別・ﾘｻｲｸﾙ品目数の推移】

 1. プラスチック類  1. ゴム  1. ゴム  1. ゴム  1. ゴム

( GW ) ( GW )

( RW ) ( RW )

 3. ビニール袋  3. ビニール袋 (2)ビニール (2)ビニール(土のう袋・ﾋﾞﾆｰﾙ紐

 4. 発砲ウレタン  4. 発砲ウレタン 　　　　　　スポンジ・その他）

 5. 塩ビ管・ポリ管  5. 塩ビ管 (3)PVC (3)PVC(塩ビ管)

　 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ (4)PVC (4)PVC(ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ・電線被覆・その他)

 6. ポリ管 (5)PE (5)PE(ｶﾞｽﾎﾟﾘ・水道ﾎﾟﾘ・冷媒保温・その他)

(6)PE (6)PE(架橋ﾎﾟﾘ)

(7)ペットボトル (7)PE (7)PE(ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ)

 8. ナイロン

 9. プラスチック (8)PP (8)PP(便座・塩ビ桝・ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ・その他)

(9)FRP (9)FRP(風呂釜)

(10)FEP (10)FEP(FEP管)

(10)発砲ｽﾁﾛｰﾙ (11)発砲ｽﾁﾛｰﾙ (11)発砲ｽﾁﾛｰﾙ

 2. 鉄くず類 (6)電　線 (11)電　線 (12)電　線 (12)電　線

(7)鉄･DV管･PLS管･ (12)鉄　類 (13)鉄 (13)鉄

　 SGP管･VLP管･

　 銅管･電線管･古鉄

 8. ネジ切くず  13. ネジ切くず (14)ネジ切くず (14)ネジ切くず

 9. 廃油 (14)廃油 (15)廃油 (15)廃油(ネジ切りマシン油)

 3. 空　缶 10. 缶  15. 缶 (16)缶 (16)アルミ缶

(17)スチール缶

 4. ガラス 11. ガラス  16. ガラス  17. ガラス類 18.ガラス類(ガラス・電球)

(17)ビン (18)ビン (19)ビン

(5)AS (12)AS (18)AS (19)AS (20)AS

(6)CON (13)CON (19)CON (20)CON (21)CON

(7)陶磁器類 (14)陶磁器類 (20)陶磁器類 (21)陶磁器 (22)陶磁器

 8. 木くず 15. 木くず  21. 木くず (22)木材 (23)木材

(22)ダンボール (23)ダンボール (24)ダンボール

(23)天井ボード (24)天井ボード (25)天井ボード

　　 石こうボード (25)石こうボード (26)石こうボード

 26. 外壁材  27. 外壁材

　  

16.安定型埋立  24. 安定型埋立  27. 安定型埋立

　  

 29. 安定型埋立(塩ビ管(古)・保温材・その他)

分別品目数 8 分別品目数 16 分別品目数 24 分別品目数　  　　27 分別品目数 29

リサイクル品目数 (3) リサイクル品目数 (5) リサイクル品目数 (11) リサイクル品目数 (23) リサイクル品目数 (25)

 2. 保温材  2. 保温材

(28)ABS

産業廃棄物の分別・リサイクル品目数の推移

平成13年2月現在 平成13年5月現在 平成14年5月現在 平成18年5月現在 平成20年8月現在

計器板・ｳｫｰﾙBOX

電気ﾌﾟﾚｰﾄ・洗面台鏡

のｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ・ﾒｰﾀBOX

散水BOX・ACﾊﾟﾈﾙ

 1. プラスチック類  1. ゴム

( GW )

( RW )

 3. ビニール袋

 4. 発砲ウレタン

 5. 塩ビ管・ポリ管

　 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

 2. 鉄くず類 (6)電　線

(7)鉄･DV管･PLS管･

　 SGP管･VLP管･

　 銅管･電線管･古鉄

 8. ネジ切くず

 9. 廃油

 3. 空　缶 10. 缶

 4. ガラス 11. ガラス

(5)AS (12)AS

(6)CON (13)CON

(7)陶磁器類 (14)陶磁器類

 8. 木くず 15. 木くず

16.安定型埋立

分別品目数 8 分別品目数 16

リサイクル品目数 (3) リサイクル品目数 (5)

 2. 保温材

平成13年2月現在 平成13年5月現在

分別品目数 8 分別品目数 16

リサイクル品目数 (3) リサイクル品目数 (5)



大会数 活動期間 サークル名

Ｓ45

７/１３

Ｈ11

７/２

H13

　1・2・3月

H12.12 産業廃棄物の分別と減少

　～H13.6 　→産廃区分 現状 ８品目を16品目へ拡大

Ｈ13

８/３

H13.6 一般廃棄物の排出量抑制

　～H13.12 　→前年度比 53.8％の削減

塩ビ管、ポリエチレン管の有効活用

　　65％の再使用で安全具製作

H13.12 活かそう塩ビ切り管

　～H14.6 　→日建連ＣＯ２削減目標12％を塩ビ切管リサイクルで達成

産廃のリサイクル品目を増やそう

　→リサイクル品目数 5/16品目を11/24品目へ拡大

環境にやさしいリサイクル品意識改革

　→リサイクル品目数 現状 11品目を23品目に拡大

Ｈ20

８/5

H21.6 産廃抑制・短管の再利用

　　～H21.12 　→鋼管の切管をニップルとして活用

H21.12

  ～H22.6

安定型埋立　産廃処分の改善ＰＡＲＴⅡ

H22.6 →産廃の積込、積み降ろし時間の短縮、安定型埋立品投入口に

  ～H22.12 　150口ワイヤーメッシュをかけ、小さく裁断しなければ投入

　出来ない様、産廃置場の改善

H22.12

　～H23.6
54回 ネットワーク 安全なパイプ処理方法の確立

51回 パワーアップ

52回 ステップ 限られた資源の有効活用（エコキャップ活動）

53回 ステップ

44回

H17.12

ステップ 　→産廃置場の改善（分別枠 現状 24品目を27品目に拡大）

　　～H18.6

－ － 分別枠　27品目→29品目（アルミ缶、ABS)

36回 いっぱい飲み隊

36回

H13.12

ステップ 　→産廃区分 現状 16品目を24品目へ拡大

       ～H14.6

35回 ひまわり

35回

H13.6

ステップ 　→塩ビ管、ポリエチレン管の切管在庫　

　　 ～H13.12

－ －
ゼロエミッション指導　３回
（1/18～1/19・2/15～2/16・3/22～3/23）

34回 ステップ

－ － ＩＳＯ１４００１認証取得

テーマ名、活動内容

－ － 天草設備株式会社　創立

－ － ＩＳＯ９００１認証取得

【ＱＣ活動実績（産廃関係）】

H13.6 一般廃棄物の排出量抑制

　～H13.12 　→前年度比 53.8％の削減
35回 ひまわり

Ｈ13

８/３
－ － ＩＳＯ１４００１認証取得

塩ビ管、ポリエチレン管の有効活用

　　65％の再使用で安全具製作

　→塩ビ管、ポリエチレン管の切管在庫　

　　 ～H13.12

35回

H13.6

ステップ





大会数 活動期間 サークル名

Ｓ45

７/１３

Ｈ11

７/２

H13

　1・2・3月

H12.12 産業廃棄物の分別と減少

　～H13.6 　→産廃区分 現状 ８品目を16品目へ拡大

Ｈ13

８/３

H13.6 一般廃棄物の排出量抑制

　～H13.12 　→前年度比 53.8％の削減

塩ビ管、ポリエチレン管の有効活用

　　65％の再使用で安全具製作

H13.12 活かそう塩ビ切り管

　～H14.6 　→日建連ＣＯ２削減目標12％を塩ビ切管リサイクルで達成

産廃のリサイクル品目を増やそう

　→リサイクル品目数 5/16品目を11/24品目へ拡大

環境にやさしいリサイクル品意識改革

　→リサイクル品目数 現状 11品目を23品目に拡大

Ｈ20

８/5

H21.6 産廃抑制・短管の再利用

　　～H21.12 　→鋼管の切管をニップルとして活用

H21.12

  ～H22.6

安定型埋立　産廃処分の改善ＰＡＲＴⅡ

H22.6 →産廃の積込、積み降ろし時間の短縮、安定型埋立品投入口に

  ～H22.12 　150口ワイヤーメッシュをかけ、小さく裁断しなければ投入

　出来ない様、産廃置場の改善

H22.12

　～H23.6
54回 ネットワーク 安全なパイプ処理方法の確立

51回 パワーアップ

52回 ステップ 限られた資源の有効活用（エコキャップ活動）

53回 ステップ

44回

H17.12

ステップ 　→産廃置場の改善（分別枠 現状 24品目を27品目に拡大）

　　～H18.6

－ － 分別枠　27品目→29品目（アルミ缶、ABS)

36回 いっぱい飲み隊

36回

H13.12

ステップ 　→産廃区分 現状 16品目を24品目へ拡大

       ～H14.6

35回 ひまわり

35回

H13.6

ステップ 　→塩ビ管、ポリエチレン管の切管在庫　

　　 ～H13.12

－ －
ゼロエミッション指導　３回
（1/18～1/19・2/15～2/16・3/22～3/23）

34回 ステップ

－ － ＩＳＯ１４００１認証取得

テーマ名、活動内容

－ － 天草設備株式会社　創立

－ － ＩＳＯ９００１認証取得

【ＱＣ活動実績（産廃関係）】

活かそう塩ビ切り管

     リサイクルで達成

36回

　   ～H14.6

いっぱい
飲み隊

  H13.12

　→日建連ＣＯ２削減目標12％を塩ビ切管

産廃のリサイクル品目を増やそう

　→リサイクル品目数 5/16品目を11/24品目

     へ拡大

36回 ステップ

      ～H14.6

  H13.12
　→産廃区分 現状 16品目を24品目へ拡大



 1. プラスチック類  1. ゴム  1. ゴム  1. ゴム  1. ゴム

( GW ) ( GW )

( RW ) ( RW )

 3. ビニール袋  3. ビニール袋 (2)ビニール (2)ビニール(土のう袋・ﾋﾞﾆｰﾙ紐

 4. 発砲ウレタン  4. 発砲ウレタン 　　　　　　スポンジ・その他）

 5. 塩ビ管・ポリ管  5. 塩ビ管 (3)PVC (3)PVC(塩ビ管)

　 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ (4)PVC (4)PVC(ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ・電線被覆・その他)

 6. ポリ管 (5)PE (5)PE(ｶﾞｽﾎﾟﾘ・水道ﾎﾟﾘ・冷媒保温・その他)

(6)PE (6)PE(架橋ﾎﾟﾘ)

(7)ペットボトル (7)PE (7)PE(ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ)

 8. ナイロン

 9. プラスチック (8)PP (8)PP(便座・塩ビ桝・ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ・その他)

(9)FRP (9)FRP(風呂釜)

(10)FEP (10)FEP(FEP管)

(10)発砲ｽﾁﾛｰﾙ (11)発砲ｽﾁﾛｰﾙ (11)発砲ｽﾁﾛｰﾙ

 2. 鉄くず類 (6)電　線 (11)電　線 (12)電　線 (12)電　線

(7)鉄･DV管･PLS管･ (12)鉄　類 (13)鉄 (13)鉄

　 SGP管･VLP管･

　 銅管･電線管･古鉄

 8. ネジ切くず  13. ネジ切くず (14)ネジ切くず (14)ネジ切くず

 9. 廃油 (14)廃油 (15)廃油 (15)廃油(ネジ切りマシン油)

 3. 空　缶 10. 缶  15. 缶 (16)缶 (16)アルミ缶

(17)スチール缶

 4. ガラス 11. ガラス  16. ガラス  17. ガラス類 18.ガラス類(ガラス・電球)

(17)ビン (18)ビン (19)ビン

(5)AS (12)AS (18)AS (19)AS (20)AS

(6)CON (13)CON (19)CON (20)CON (21)CON

(7)陶磁器類 (14)陶磁器類 (20)陶磁器類 (21)陶磁器 (22)陶磁器

 8. 木くず 15. 木くず  21. 木くず (22)木材 (23)木材

(22)ダンボール (23)ダンボール (24)ダンボール

(23)天井ボード (24)天井ボード (25)天井ボード

　　 石こうボード (25)石こうボード (26)石こうボード

 26. 外壁材  27. 外壁材

　  

16.安定型埋立  24. 安定型埋立  27. 安定型埋立

　  

 29. 安定型埋立(塩ビ管(古)・保温材・その他)

分別品目数 8 分別品目数 16 分別品目数 24 分別品目数　  　　27 分別品目数 29

リサイクル品目数 (3) リサイクル品目数 (5) リサイクル品目数 (11) リサイクル品目数 (23) リサイクル品目数 (25)

 2. 保温材  2. 保温材

(28)ABS

産業廃棄物の分別・リサイクル品目数の推移

平成13年2月現在 平成13年5月現在 平成14年5月現在 平成18年5月現在 平成20年8月現在

計器板・ｳｫｰﾙBOX

電気ﾌﾟﾚｰﾄ・洗面台鏡

のｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ・ﾒｰﾀBOX

散水BOX・ACﾊﾟﾈﾙ

 1. ゴム  1. ゴム

(2)ビニール (2)ビニール(土のう袋・ﾋﾞﾆｰﾙ紐

　　　　　　スポンジ・その他）

(3)PVC (3)PVC(塩ビ管)

(4)PVC (4)PVC(ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ・電線被覆・その他)

(5)PE (5)PE(ｶﾞｽﾎﾟﾘ・水道ﾎﾟﾘ・冷媒保温・その他)

(6)PE (6)PE(架橋ﾎﾟﾘ)

(7)PE (7)PE(ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ)

(8)PP (8)PP(便座・塩ビ桝・ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ・その他)

(9)FRP (9)FRP(風呂釜)

(10)FEP (10)FEP(FEP管)

(11)発砲ｽﾁﾛｰﾙ (11)発砲ｽﾁﾛｰﾙ

(12)電　線 (12)電　線

(13)鉄 (13)鉄

(14)ネジ切くず (14)ネジ切くず

(15)廃油 (15)廃油(ネジ切りマシン油)

(16)缶 (16)アルミ缶

(17)スチール缶

 17. ガラス類 18.ガラス類(ガラス・電球)

(18)ビン (19)ビン

(19)AS (20)AS

(20)CON (21)CON

(21)陶磁器 (22)陶磁器

(22)木材 (23)木材

(23)ダンボール (24)ダンボール

(24)天井ボード (25)天井ボード

(25)石こうボード (26)石こうボード

 26. 外壁材  27. 外壁材

　  

 27. 安定型埋立

　  

 29. 安定型埋立(塩ビ管(古)・保温材・その他)

分別品目数　  　　27 分別品目数 29

リサイクル品目数 (23) リサイクル品目数 (25)

(28)ABS

平成18年5月現在 平成20年8月現在

計器板・ｳｫｰﾙBOX

電気ﾌﾟﾚｰﾄ・洗面台鏡

のｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ・ﾒｰﾀBOX

散水BOX・ACﾊﾟﾈﾙ

分別品目数　  　　27 分別品目数 29

リサイクル品目数 (23) リサイクル品目数 (25)



大会数 活動期間 サークル名

Ｓ45

７/１３

Ｈ11

７/２

H13

　1・2・3月

H12.12 産業廃棄物の分別と減少

　～H13.6 　→産廃区分 現状 ８品目を16品目へ拡大

Ｈ13

８/３

H13.6 一般廃棄物の排出量抑制

　～H13.12 　→前年度比 53.8％の削減

塩ビ管、ポリエチレン管の有効活用

　　65％の再使用で安全具製作

H13.12 活かそう塩ビ切り管

　～H14.6 　→日建連ＣＯ２削減目標12％を塩ビ切管リサイクルで達成

産廃のリサイクル品目を増やそう

　→リサイクル品目数 5/16品目を11/24品目へ拡大

環境にやさしいリサイクル品意識改革

　→リサイクル品目数 現状 11品目を23品目に拡大

Ｈ20

８/5

H21.6 産廃抑制・短管の再利用

　　～H21.12 　→鋼管の切管をニップルとして活用

H21.12

  ～H22.6

安定型埋立　産廃処分の改善ＰＡＲＴⅡ

H22.6 →産廃の積込、積み降ろし時間の短縮、安定型埋立品投入口に

  ～H22.12 　150口ワイヤーメッシュをかけ、小さく裁断しなければ投入

　出来ない様、産廃置場の改善

H22.12

　～H23.6
54回 ネットワーク 安全なパイプ処理方法の確立

51回 パワーアップ

52回 ステップ 限られた資源の有効活用（エコキャップ活動）

53回 ステップ

44回

H17.12

ステップ 　→産廃置場の改善（分別枠 現状 24品目を27品目に拡大）

　　～H18.6

－ － 分別枠　27品目→29品目（アルミ缶、ABS)

36回 いっぱい飲み隊

36回

H13.12

ステップ 　→産廃区分 現状 16品目を24品目へ拡大

       ～H14.6

35回 ひまわり

35回

H13.6

ステップ 　→塩ビ管、ポリエチレン管の切管在庫　

　　 ～H13.12

－ －
ゼロエミッション指導　３回
（1/18～1/19・2/15～2/16・3/22～3/23）

34回 ステップ

－ － ＩＳＯ１４００１認証取得

テーマ名、活動内容

－ － 天草設備株式会社　創立

－ － ＩＳＯ９００１認証取得

【ＱＣ活動実績（産廃関係）】

H21.6 産廃抑制・短管の再利用

　　～H21.12 　→鋼管の切管をニップルとして活用
51回 パワーアップ

H21.12

  ～H22.6
52回 ステップ 限られた資源の有効活用（エコキャップ活動）

安定型埋立　産廃処分の改善ＰＡＲＴⅡ

→産廃の積込、積み降ろし時間の短縮、安定型埋立品

　裁断しなければ投入出来ない様、産廃置場の改善

53回 ステップ

  ～H22.12

  H22.6

　投入口に150口ワイヤーメッシュをかけ、小さく





大会数 活動期間 サークル名

Ｓ45

７/１３

Ｈ11

７/２

H13

　1・2・3月

H12.12 産業廃棄物の分別と減少

　～H13.6 　→産廃区分 現状 ８品目を16品目へ拡大

Ｈ13

８/３

H13.6 一般廃棄物の排出量抑制

　～H13.12 　→前年度比 53.8％の削減

塩ビ管、ポリエチレン管の有効活用

　　65％の再使用で安全具製作

H13.12 活かそう塩ビ切り管

　～H14.6 　→日建連ＣＯ２削減目標12％を塩ビ切管リサイクルで達成

産廃のリサイクル品目を増やそう

　→リサイクル品目数 5/16品目を11/24品目へ拡大

環境にやさしいリサイクル品意識改革

　→リサイクル品目数 現状 11品目を23品目に拡大

Ｈ20

８/5

H21.6 産廃抑制・短管の再利用

　　～H21.12 　→鋼管の切管をニップルとして活用

H21.12

  ～H22.6

安定型埋立　産廃処分の改善ＰＡＲＴⅡ

H22.6 →産廃の積込、積み降ろし時間の短縮、安定型埋立品投入口に

  ～H22.12 　150口ワイヤーメッシュをかけ、小さく裁断しなければ投入

　出来ない様、産廃置場の改善

H22.12

　～H23.6
54回 ネットワーク 安全なパイプ処理方法の確立

51回 パワーアップ

52回 ステップ 限られた資源の有効活用（エコキャップ活動）

53回 ステップ

44回

H17.12

ステップ 　→産廃置場の改善（分別枠 現状 24品目を27品目に拡大）

　　～H18.6

－ － 分別枠　27品目→29品目（アルミ缶、ABS)

36回 いっぱい飲み隊

36回

H13.12

ステップ 　→産廃区分 現状 16品目を24品目へ拡大

       ～H14.6

35回 ひまわり

35回

H13.6

ステップ 　→塩ビ管、ポリエチレン管の切管在庫　

　　 ～H13.12

－ －
ゼロエミッション指導　３回
（1/18～1/19・2/15～2/16・3/22～3/23）

34回 ステップ

－ － ＩＳＯ１４００１認証取得

テーマ名、活動内容

－ － 天草設備株式会社　創立

－ － ＩＳＯ９００１認証取得

【ＱＣ活動実績（産廃関係）】

H22.12

　～H23.6
54回 ネットワーク 安全なパイプ処理方法の確立



【まとめ】

廃棄物
活動目標

埋立ゼロ
（ゼロエミッ
ション）

http://www17.ocn.ne.jp/~amasetu/
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