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リサイクルの促進による
循環型社会の形成

2017 年度活動ハイライト
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基本方針
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2017 年度の活動実績

中国の廃棄物輸入規制を受けて
排出物の選別精度を高める新工場を建設（NNY 株式会社）

リバーグループでは ISO14001 に適合した環境マネ

2017 年度は「受け入れ資源量」と「再生資源量」に

2017 年 12 月、世界最大の再生資源消費国であった

ジメントシステム（EMS）を整備し、明確な方針のも

ついて、より精緻な数字にすべくデータの算出方法を変

中国が輸入固形廃棄物再生加工企業に対する国内法を公

とで事業活動を展開しています（一部新設事業所などを

更し、グループ会社間での取り引きなどを除外しました。

布し、固形廃棄物を中国へと輸出していた日本にも激震

除く）。

そのため大きく減少しているように見えますが、実際は

が走りました。これによって「雑品類・廃プラ・古紙

各拠点では年度ごとに目標を設定し、EMS のさらな

例年と同水準となりました。各工場では、現在問題と

等」の輸出は実質できなくなり、中国向けに送られてい

る高度化を目指したさまざまな取り組みを実施していま

なっている廃棄物を処理した後に残る大量のダストの問

た雑品スクラップ 150 万トン（推定）と廃プラスチッ

す。また、当グループの総合リサイクル事業は、日々の

題や海外情勢の影響による廃棄プラスチックの国内滞留

ク 140 万トン（推定）が行き場を失うことになります。

事業活動がそのまま環境保全につながるため、「本業の

の問題などを解決するために、さまざまな取り組みを実

そのため、今後は国内で資源を循環させる仕組みを整備

施し、達成状況は以下のようになりました。

しなければならない状況となりました。

高度化」を目指して EMS を運用しているのが特徴です。

・排出物の受入量の増加 17 ／ 20 件達成
・有価物の回収量の増加 6 ／ 6 件達成
・法令遵守・安全の取り組み強化 3 ／ 4 件達成
・ダスト量の削減 6 ／ 7 件達成
・業務関連教育の強化 5 ／５件達成
・地域貢献 ３／３件達成
・その他 ５／５件達成

基本方針としては、
①資源リサイクルと廃棄物処理の充実と新規事業の創出
②地域社会への貢献と汚染の予防並びに環境保護
③省資源 ･ 省エネルギー ･ 廃棄物の削減
④安定した資源リサイクル

の４つに取り組むこととしています。

こうした社会情勢を受け、重液選別機によるミックス
メタルの比重選別を手掛ける NNY では、廃棄物から有
用金属を選別する際の精度をさらに向上させるために、
新しい工場を建設、2018 年 6 月 20 日に竣工式を開催
しました。もともとグループ内の工場で選別された後の
残ったミックスメタルを液体によってさらに細かく選別

受け入れ資源量の推移
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※2017年度からグループ内取引を含まない数値に変更しています。
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し、環境保全と資源循環に貢献することを目指しています。

高度な選別能力を備えた NNY 第二工場

657
2017

2016

自動車リユース部品販売量

……

VOICE
世の中の変化を敏感に察知し、
すばやく対応することを目指しています。
シュレッダー破砕により鉄分を回収したあとに排出されるダスト混じりの非鉄原料
を「ミックスメタル」と呼びます。当社は、これを比重選別機で非鉄金属とダストに

（年度）

64,137 点

※自動車リユース部品は、2016年度までは
「その他資源貨物」
に含んでいましたが、
2017年度より点数で算出しています。
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この設備を活用して埋め立てするごみを最小限に減ら
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類でも選別できる設備を導入しました。
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その他再資源化物
製紙原料
回収非鉄金属
回収鉄
還元率
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するノウハウと設備は持っていましたが、新たに色や種

再生資源量の推移

0

分離選別し、さらに非鉄金属を単一と混合非鉄に選別しています。
近年では、グループ企業の設備改修や増強などで生産規模が拡大し、当社もそれに
見合った処理能力と選別性能の向上が急務となってきました。そこで、これまで取り
こぼしていた金属の回収に加えて、プラスチックやゴムを選別回収して再生樹脂や熱
源として再生資源化することで、廃棄物の抑制を図っていくことを計画しています。

NNY 株式会社代表取締役社長

神保 正徳
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都市ごみ焼却灰から貴金属回収を！焼却灰実証実験を開始

（リバーホールディングス株式会社）

04

低濃度 PCB 収集運搬の許可を取得し
長引く PCB 問題の解決に貢献

（メタルリサイクル株式会社）

一般廃棄物の焼却施設から排出される焼却灰は、全国

ポリ塩化ビフェニル（PCB）は、絶縁性、不燃性な

で約 780 万トンに上り、埋立廃棄物量全体の約 6 割に

どの特性を持つことからトランスやコンデンサといった

相当するといわれています。都市ごみ焼却灰はその多く

電気機器をはじめ、幅広い用途に使用されていました。

が埋立処分されていますが、近年では貴金属が含まれて

しかし、1968 年にカネミ油症事件が発生するなど、そ

いることも判明しています。このような状況を踏まえ、

の毒性が社会問題化し、1972 年以降は製造中止となっ

リバーホールディングスは、2016 年から株式会社エン

ていました。

ビプロ・ホールディングスと太平洋セメント株式会社と

これまで製造されてきた PCB の処理に関しては民間

ともに、都市ごみ焼却灰から貴金属などの回収・評価・

主導による PCB 処理施設設置の動きが幾度かありまし

販売、さらには回収残渣をセメント再資源化する共同研

たが、施設の設置に関して住民の理解が得られなかった

究を開始。2018 年 3 月から太平洋セメント大船渡工

ことなどから、30 年にわたりほとんど処理されていま

場内で実証試験を始めました。実証試験では、太平洋セ

せんでした。しかし、保管の長期化によって、紛失や漏

メントが都市ごみ焼却灰の調達と貴金属回収作業を、当

廃棄物を燃やして出る焼却灰は、埋立廃棄物量の多くを占めている

社とエンビプロ・ホールディングスが貴金属回収技術の
ノウハウ提供と回収貴金属の販売に取り組んでいます。

これまで未回収となっていた都市ごみ焼却灰に含まれ

今後は貴金属回収・販売の事業化や他事業所への展開な

る貴金属資源を再資源化ルートに乗せることができれば、

どについても検討しています。

循環型社会の実現に大きく貢献するものと考えています。
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東京都内で初めて飛散性＋非飛散性アスベストの積替え保管許可を取得

（メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社）

の 確 実 か つ 適 正 な 処 理 を 推 進 す る た め、2001 年 に

年７月に「低濃度 PCB 収集運搬」の許可を取得。都心

「PCB 特別措置法」が施行され、全国 5 箇所に処理施

に近いエリアでの PCB 収集運搬を担うことで、なるべ

設が整備されました。
このような背景から、メタルリサイクルでは 2017

topic

05

献することを目指しています。

（メタルリサイクル株式会社）

年 6 月には都内で売買された土地からアスベストを含

メインに事業を展開しており、車輌の搬入から解体まで

む大量の廃棄物が見つかったとして処理費用を売主が支

一貫して対応しているほか、タイヤやホイールなどの中

払う判決が東京高裁で言い渡されました。この訴訟の結

古パーツの販売もしています。

果次第では、これまで見過ごされてきた少量のアスベス

中古パーツの販売に関しては、使用済み自動車から

トも適正処理が求められるようになり、アスベスト廃棄

パーツを取り外し、ひとつひとつ検収・クリーニングし

く、各社の保有する不動産価値に影響が及ぶ可能性もあ

く早期に処理しなければならない PCB 問題の解決へ貢

中古パーツの作業スペースを拡張し
使用済み自動車の有効利用を促進

メタルリサイクルは、使用済み自動車のリサイクルを

東京都新木場にあるメジャーヴィーナス・ジャパンの東京エコファクトリー

PCB が含まれる油が入ったトランスを運び出し

洩による環境汚染の進行が懸念されたことから、それら

アスベストの健康被害はいまだに続いており、2018

物の処理費次第では、ゼネコン、デベロッパーだけでな
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メタルリサイクル千葉工場の
自動車パーツ解体場

てパーツセンターにて保管。店舗販売だけでなく、イン
ターネットを通じて、年間約 6 万点のパーツを販売し

ります。また、建築物のリフォーム促進による長寿命化

を取得しました。さらに 7 月には、テストマーケティ

ています。2017 年 1 月には、千葉工場のさらなるリ

のために、今後 50 年以上アスベストの排出が続くと考

ング集荷でご要望が多かった、非飛散性アスベストの積

ユースの向上を目指し、中古パーツの作業場のスペース

えられています。

替え保管能力を 2 倍に増強しました。本工場では、東

を拡張しました。この拡張によって同時に 2 台分の解

こうしたなか、メジャーヴィーナス・ジャパンは東京

京近郊で発生する建設廃棄物やアスベスト、蛍光灯、製

体が可能になりました。これによって中古パーツの販売

都内のリサイクル工場内に新たな工場を設立し、2018

品廃棄物などの適正処理・リサイクルを手掛けており、

が増加し、さらなる使用済み自動車の有効利用につな

年 1 月から本格的な稼働を開始。2 月には都内で唯一

鉄・非鉄スクラップとともにワンストップでの受け入れ

がっています。

の「飛散性＋非飛散性アスベスト一括受入事業」の許可

を進めていきます。

中古パーツを一点一点丁寧にクリーニングして販売
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