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廃棄物処理・リサイクル 

『雑草にお困りの⽅ 環境にやさしいウッドチップ舗装材 草難（そーなん）です！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：草難です 
技 術 名 ：天然⽊チップ舗装材 
技術や製品の概要 ：国内産の松、杉、ヒノキの間伐材等を叩いてつぶすこと

で繊維を維持したまま天然チップとし、そのチップを固
化材と混ぜて、⼀般家庭の庭や公共の公園等に敷き詰め
ることにより、防草、保⽔、透⽔、滑り⽌めの機能を提
供する商品。 

 
住所 ： ⿃取県⽇野郡⽇野町⾙原 13-1 
URL ： http://www.akamatu.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 ⾚松 敬四郎 
担当者名：取締役専務 ⾚松 雄⼀郎 
電話 ： 0859-72-6007 
ＦＡＸ ： 0859-72-6008 
e-mail ： info@akamatu.jp

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

⽊材チップ 
・森林にて伐採した松、杉、ひのきの原⽊の幹の部分のみを使⽤

することにより 100%天然由来のチップを⽣成している。その
ため、施⼯後に不要となった場合でも、そのまま⼟に混ぜるこ
とが可能であり、ゴミを出すことはない。 

・原⽊を破砕する時に、⽊材の繊維と直⾏する⽅向から圧⼒をか
けて粉砕することにより、チップに繊維質の棘が残る。その棘
を使⽤してチップの硬化度を⾼めている。 

・⽊材チップを固化しているためコンクリートと⽐較して吸⽔性
と透⽔性に優れており、ヒートアイランド現象の抑制に繋がる。 

固化材 
・固化材も海⽔から⽣成される 100%天然由来の成分であり、そ

のまま⼟に混ぜることが可能となり、不要物となることはない。 
・繊維の残る天然⽊チップを、強度を保ち素早く固化するために、

100 種類以上の固化材を試⽤し、数年かけて最適な成分を⾒つ
けだすことに成功した。 

優位性  

・天然の原⽊と天然成分の固化材を材料として使⽤することで、100%天
然由来の舗装材としている。 

・繊維を残す破砕⽅法を確⽴し、舗装材としての強度を保ちつつ、
環境に優しいチップを⽣成できる。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 25 年度 ・⿃取県グリーン商品認定 

     

 
＜ヒートアイランド現象の緩和テスト結果＞ 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・雑草を嫌う⾃宅の庭やお墓・公共施設の公園の舗装
材 

・⽔はけが悪くぬかるんで困っている所 
・夏の直射⽇光で暑くなる所 

導⼊実績  

・第 64 回全国植樹祭 式典会場 
・第 30 回全国都市緑化⿃取フエアー 
・ソーラー発電 個⼈宅の庭・墓 など 

⾼度化  

・ ヒートアイランド現象を抑制できる。 
・ ひざや腰に優しい舗装を実現できる。 

環境への貢献  

・ 間伐材を燃料として燃やすことなく、再利⽤する
ことで、CO2 削減に寄与できる。 

・ ヒートアイランド現象を抑制できる。 
・ 不要な場合に、そのまま⼟に戻せるため、ゴミ排

出量が０である。 

今後の課題  

・⾵化、劣化の低減それに伴う耐久性の向上 
・⾃然素材によるカラーバリエーション 
                              

知的財産権等取得状況  

・特許出願中 
・商標登録済「草難です」 

企業概要  

創 業 年：昭和 52 年 
資 本 ⾦：2,500 万円 
従業員数：21 名 
事業内容：⼟⽊請負業、造園業、産業廃棄物の収集・ 

運搬・処理及び再⽣処理業、林業、古物商
（⾃動⾞商）、前各号に付帯する⼀切の 
業務 

 

企業の環境への想い  

物の豊かさを追い求めた現代社会は地球環境に⼤き
な負担を与え続けます。すべての企業活動を通じて地
球環境の保全に積極的に寄与し、豊かな⾃然環境を維
持し⼈の健康と地域の継続的発展を図っていけるよう
に⽬標をたて、その達成に努めたいと思います。 
 
 

 

 

 

 
 

 

施⼯前 施⼯後 
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廃棄物処理・リサイクル 

フラフ燃料(左)とペレット燃料(右) 

『紙おむつのゴミを地球を救う燃料へ！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：使⽤済み紙おむつ燃料化装置 
技 術 名 ：使⽤済み紙おむつの燃料化によるリサイクルシステム 
技術や製品の概要 ：これまで「処理⽅法がなく、埋⽴か焼却するしかない」と 

思われていた使⽤済み紙おむつのエネルギーリサイクル 
を可能にした製品。ポリ袋に⼊れたまま投⼊が出来、⾃動 
的に破砕・乾燥・脱臭・滅菌処理され、綿状のフラフ燃料 
が⽣成される。 

 
住所 ： ⿃取県⻄伯郡伯耆町丸⼭ 1800      

-26 ⼤⼭ガーデンプレイス内 
URL： http://www.superfaiths.com 
代表者 ：代表取締役 ⽊村 幸弘 
担当者名：樋野 康⼈ 
電話 ： 03-6903-5991 
ＦＡＸ ： 03-6903-5992 
e-mail ： info@superfaiths.com 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

同⼀の槽内で破砕・脱臭・滅菌処理された綿状の「フラフ燃料」は、成形機によってペレット化することにより、
輸送やハンドリングが容易で発熱量の⾼い（5,000kcal/kg 以上）「ペレット燃料」ができ、⽊質ペレットに代わ
り、バイオマスボイラーで燃料として使⽤することができる。（混焼も可能） 

 

優位性  

・処理⼯程において、⽔や薬液は⼀切使⽤せず、排⽔も⼀切出ないので、
環境負荷や感染の危険拡散の⼼配がない。 

・⽯油などの化⽯燃料の⾼騰や原発事故により、⾃然エネルギー
の活⽤と共に廃棄物燃料への評価は年々⾼まってきている。 

・ごみ焼却炉の延命（使⽤済み紙おむつは⽔分を多く含む為
燃えにくく、また⽯油製品を多く含む為、乾燥後は⾼熱燃焼
となり、炉を傷める要因となる。） 

・紙おむつはポリ袋に⼊ったまま投⼊できるため、汚物に接触する危険もなく、臭いの発⽣も無い。 
・焼却残渣の削減（紙おむつの成分である⾼吸⽔性ポリマーは、⽔分を抱えて離さない性質を持っているため）。 
 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 18 年度 東京都中⼩企業振興公社の推奨事業に選出 
� 平成 21 年度 東京都「トライアル発注認定制度」認定商品に選出 
� 平成 24 年度 ⼀般社団法⼈中国地域ニュービジネス協会「第 20 回中国地域ニュービジネス特別賞」受賞 
� 平成 25 年度 フランス「1000 PIONEERS OF THE NEW WORLD」受賞 
� 平成 27 年度 ⼀般社団法⼈産業環境管理協会「資源循環技術・システム表彰 会⻑賞」受賞 
 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

地⽅⾃治体、廃棄物処理業者、病院介護施設 

導⼊実績  

・東京都町⽥市病院   300kg/⽇処理機 2 台 
・⿃取県伯耆町     600kg/⽇処理機 2 台 
・北海道富良野市    600kg/⽇処理機 1 台 
・岡⼭県廃棄物処理業者 600kg/⽇処理機 1 台 

⾼度化  

・使⽤済み紙おむつを燃料化し、地域内の温泉施設 
等で燃料として使⽤することで、資源循環型地域社
会を形成できる。 

・紙おむつの資源循環により、少⼦⾼齢化社会に 
適応した地域社会が形成できる。 

環境への貢献  

・⽔を⼀切使⽤しない為、環境負荷がない 
・紙おむつ燃料を使⽤することにより、化⽯燃料が  
不要となり、環境に貢献できる。 

・紙おむつの約 60％がパルプのため、燃焼時に CO2 

としてカウントされず、CO2 の排出削減につながる。

今後の課題  

 現在、病院や介護施設向けの⼩型の紙おむつ処理装
置（100kg/⽇程度）の開発をしており、⼩規模の 
排出事業者が導⼊できる体制を整えている。 

知的財産権等取得状況  

・国内特許（特許第 4045316） 
・中国特許（特許第 ZL2006 8 00214877.1） 
・⽶国、欧州、韓国、ブラジルで特許出願中 

企業概要  

創 業 年：昭和 52 年 4 ⽉ 21 ⽇ 
資 本 ⾦：4,100 万円 
従業員数：4 名 
事業内容：使⽤済み紙おむつ燃料化装置の製造・販売 
 

 

企業の環境への想い  

少⼦⾼齢化に⽋かせない紙おむ
つは、⼤⼈⽤を中⼼に消費量が増え
る⼀⽅です。この紙おむつを、ゴミ
として焼却するのではなく、燃料と
して活⽤することで、環境に貢献し、
新しい社会システムを構築したい
と考えています。 
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廃棄物処理・リサイクル 

『信頼の技術で未来を創造する』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：おとなしくん（防振防⾳リサイクルゴムマット） 
EM パネル（リサイクルパネル） 

技 術 名 ：おとなしくん：廃棄ゴム製品の接着と熱プレス成型 
EM パネル：廃棄磁気テープの接着と⾼周波プレス成型 

技術や製品の概要 ： おとなしくん 廃棄されたゴムを粉砕して接着剤と混練
し、熱と圧⼒で成型してマットとして再利⽤する。 

EM パネル 廃棄された磁気テープを粉砕して接着剤と
混練し、熱と⾼周波及び圧⼒で成型しパネルとして再利
⽤する。 

 
住所 ： ⿃取県⻄伯郡伯耆町⼤殿 1241-1 
URL ： ― 
http://www.fujikasei-kk.com/index.html 
代表者 ：代表取締役 松本 敏秀 
担当者名：取締役総務部⻑ 道川 美冨  
電話 ： 0859-68-2721 
ＦＡＸ ： 0859-68-2723 
e-mail ： office@fujikasei-kk.com 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

熱プレス成型 ウェザーストリップ、ラジエターホース、V ベル
ト等の加⼯済みの廃棄ゴムを 6mm ⾓ほどに砕いて原料とし、
接着剤と混合し、加熱・加圧成型を⾏い、ゴムシートを⽣成す
る。⽣成済みのゴムを接着加圧成型する技術を保有するのは、
当社のみ。 

⾼周波プレス成型 廃磁気テープを粉砕した破⽚を原材料とし
て接着剤と混合した後、⾼周波熱プレスで加熱成型を⾏い、パ
ネルを⽣産する。 
廃磁気テープのマテリアルリサイクルとしては、国内唯⼀。 

優位性  

おとなしくん おとなしくんを敷設する事で軽量衝撃⾳を５ｄB低下さ
せる事ができ、発⽣⾳エネルギーを 1/3 にすることができる。⾼品質
が要求される⾃動⾞向け部品廃材を使⽤し、⾼品質でコストパフォー
マンスに優れている。 

EM パネル ⼨法安定性に優れ、連続した中空構造による断熱防⾳性能さらに物理的強度にも優れている。また、フェライト 
含有により、電磁波吸収特性を有している。燃焼性は、JIS 規格難燃３級レベル。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 18 年 10 ⽉ 循環型社会形成の推進への功績にて環境⼤⾂から表彰 
� 平成 26 年度   リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰（略称：3R 推進功労者等表彰）で経

済産業⼤⾂賞を受賞  

＜おとなしくん(熱プレス成型)＞ 

＜EM パネル(⾼周波プレス成型)＞ 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・おとなしくん：住宅向け防⾳材、⾃動⾞向け防振材 
       他 

・EM パネル ：薄畳⽤芯材、耐震スリット、電磁波 
吸収パネル他 

導⼊実績  

・おとなしくん： 
・住宅向け防⾳材として 6.3 万枚/年 
・⾃動⾞向け防振材として 5.5 万枚/年 

・EM パネル： 
・薄畳⽤芯材として 3 万枚/年 
・耐震スリット材として 4 万枚/年 

⾼度化  

熱プレス成型では、杉・ヒノキの⽪から作った紛体 
を成型して、屋上緑化材を作成した実績あり。 

環境への貢献  

廃ゴムのマテリアルリサイクルとして年間 700t、廃磁気テープのマテリアルリサイクルとして年間 700t の 
環境負荷軽減。 

今後の課題  

・廃ゴム再⽣マットの農機具メーカーへの⽤途開発 
・⾼周波プレス成型装置を利⽤した新商品開発 
 
 

知的財産権等取得状況  

・特開 2000-265005 防⾳マット及びその製造⽅法 
・特開 2000-025059 カール状に収縮させた磁気 

テープ⽚を⽤いたパネルの製造⽅法及びその装置 

企業概要  

創 業 年：昭和 41 年 8 ⽉ 8 ⽇ 
資 本 ⾦：7,900 万円 
従業員数：44 名 
事業内容：・断熱材の製造販売 

・FRP ⽤芯材の製造販売 
・廃ゴム再⽣マットの製造販売 
・廃磁気テープ再⽣パネルの製造販売 
・硬質発泡ウレタンのスライス加⼯ 

 

企業の環境への想い  

当社のリサイクル事業は使⽤す
るエネルギー量も少なく、環境への
負荷も⼩さいと考えております。 

また、外断熱材事業も、住宅の省
エネルギー、住宅の⻑寿命化を通じ
て地球環境への負荷を⼩さくする
⾮常に有意義な事業と考えており
ます。これらの事業を発展させ継続
させるのが使命と考えております。 

         
＜おとなしくん施工例＞             ＜薄畳＞ 
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廃棄物処理・リサイクル 

『臭くない⽣ごみ処理装置』 

技術・製品の基本情報 

技術・製品名 ：エコデリーター 

技 術 名 ：セラミックボールを⽤いた液化分解式⽣ごみ処理装置 

技術や製品の概要 ：セラミックボールに微⽣物を担持させ、投⼊した⽣ごみ 

短時間で微⽣物分解し、排⽔として浄化槽や下⽔道に 

流せるシステムを確⽴している。 

 
住所 ： ⿃取県⽶⼦市福市 859 
URL ： http:// fsk-japan.com/ 
代表者 ： 代表取締役 藤森 久⼠ 
担当者名：専務取締役 藤森 久雄 
電話 ： 0859-26-1132 
ＦＡＸ ： 0859-26-1133 
e-mail ： info@fsk-japan.com 

技術・製品の特徴、優位性 

技術・製品の特徴 
セラミックボールを⽤いた⽣ごみ処理機 

・菌床のセラミックボールは無機物であるため微⽣物分解時に⽔質へ影響せず、また、
摩耗しにくいため菌床の補充頻度も少ない。 

・円形でばらけやすい形状であるため常に空気層を確保でき、
堆肥式と⽐べて空気を吹き込まなくても酸⽋による悪臭の
発⽣がなく、屋内設置も可能としている。 

・常に⽔に濡れたウエットな環境のため堆肥式の様な乾燥度に
より菌叢が変化するような不安定さもなく、常に微⽣物相が
安定し、分解スピードを⼀定に保つことができる。 

・微⽣物分解された⽣ごみは排⽔として下⽔道や浄化槽に流せ
るので、堆肥式の様なコンポストの処分に困ることがない。 

・菌床がセラミックであることから、発⽣する⽣ごみの分解液
は不純物も少なく植物への利⽤制限が少ない。そのため安⼼
して液肥に利⽤することが可能。 

・『エコボール』は強固な上、表⾯が微細な凹凸であるので、投⼊した⽣ゴミや残渣物を短時間で擂り潰す事が
可能で⼀般的な⽣ゴミ処理機のように前処理⽤の破砕機を必要としない。 

優位性 
・他社⽅式と⽐較して、菌床が球状のセラミックであるため排⽔の悪臭が少ない。 
・摩耗しにくいので頻繁な菌床の補充回数も少なくメンテナンス性に優れている。 
・排⽔に菌床が混⼊することが少ないのでグリストラップなどの併⽤も可能で排⽔濃度も低い。 
・排⽔の液肥利⽤実績も多数有している点が他社との⼤きな違いとなっている。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー） 
� 平成１８年度 ⿃取県創造技術研究開発事業 

� 平成２４年  弊社の⽣ごみ処理技術により他社企業にて、液肥が⿃取県のグリーン商品に認定 

� 平成２６年度 ⿃取県リサイクル技術・製品実⽤化事業 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野 
学校給⾷、病院、⽼健施設、社員⾷堂、スーパーマーケット、旅館、ホテル、

などの⾷品廃棄物を排出する事業者 

導⼊実績 
・納⼊台数 約 350 台。官公庁分野にも実績多数。 
・10 年超の⻑期稼働物件も多い。 

⾼度化 
・厨房メーカーとの専属提携により、厨芥処理機との連動を可能とし、⽣ごみ
に触らないまま排⽔まで分解できる衛⽣的で省⼒化に有利な全⾃動システム。 

環境への貢献 
・⽣ごみを運搬・焼却しないで処分が可能なため、CO2 削減や焼却炉の⻑寿命 

化に貢献。 

・単に⽣ごみを分解するだけではなく、液肥として有効利⽤も可能であり、 
リサイクル分野にも貢献。 

今後の課題 

 従来、耐久性などを考慮し、最⼤で 350kg/⽇の機種
までしか製作していなかったが、⼤型の需要も多く、
お客様のご要望に応えるべく 500kg/⽇以上の機種の
製造を検討している。 
 

知的財産権等取得状況 

・特許取得---『⾷品加⼯残渣分解装置』願第 135319 号 

・登録商標---『ECODELETER』 登録第 4569942 号 
 

企業概要 

創 業 年：昭和 57 年 9 ⽉ 

資 本 ⾦：2,000 万円 

従業員数：5 名 

事業内容：・業務⽤排⽔に関する機器の開発・製造・販売 

・⾷品加⼯における鮮度保持に関する機器の開発・製造・販売 

・脱臭・防カビ・害⾍駆除・クリーンルーム等の環境浄化機器
の開発・製造・販売 

・⽔耕栽培・ビニールハウス栽培における機器の開発・製造・
販売 

・活⿂⽔槽・⽔産養殖⽤に関する機器の開発・製造・販売 

・全⾃動空気解凍機器の開発・製造・販売 

・業務⽤⽣ゴミ分解装置の開発・製造・販売 

 

企業の環境への想い 

弊社は創業 30 余年の間、⼀貫し

て、⾷品の製造に関わるメーカー様

の省⼒化、衛⽣管理、省エネシステ

ムを開発し、サポートして⾏くこと

で、間接的ではありますが、環境改

善に対してお役に⽴てればと⽇々、

精進しております。 

＜屋内設置例＞ 

＜屋外設置例＞ 
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廃棄物処理・リサイクル 

『省⼒・省電⼒ ⽯膏ボード分別処理装置』  

技術・製品の基本情報  

 
技術・製品名 ：プラスターボシリーズ 
技 術 名 ：⽯膏ボード分別処理機 
技術や製品の概要 ：投⼊した廃⽯膏ボードに、１対の回転ロールで両サイド

から圧⼒をかけ、内側の⽯膏部分のみを破壊し、両⾯紙
と⽯膏⽚に純度良く分離する。 

 
住所    ：⿃取県⻄伯郡南部町天萬 1937 
URL  ： http://www.h-circus.com 
代表者 ：代表取締役 細⽥ 稔 
担当者名：営業管理  細⽥ 由美⼦ 
電話   ： 0859-48-3977 
ＦＡＸ  ： 0859-48-3978 
e-mail  ：info@h-circus.com 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

圧縮ロール 
 分離⼯程（プラスターボ）に投⼊された

廃⽯膏ボードは、１対の回転ロールによ
り両サイドから圧⼒がかかり、⽯膏板が
内部破壊を起こし、純度の⾼い両⾯紙と
⽯膏⽚に分離される。 

ピンロール 
外部排出しやすい⼤きさに紙を破る。 

紙送りスクリュー 
 紙を外部に排出する。 
⽯膏送りスクリュー 
 ⽯膏粉を次⼯程に送り、外部に排出する。 

優位性  

・廃⽯膏ボードの、内部の⽯膏部分のみを破壊することで、分離した⽯膏⽚に混⼊する紙分を少なくする。 
・第⼀⼯程で両⾯紙と⽯膏⽚に分離されるため、廃⽯膏ボードの投⼊から排出までの⼯程がスピーディ。 
 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成１５年度 ・中⼩企業庁⻑官賞 受賞（第２９回優秀環境装置表彰） 
� 平成１６年度 ・第 12 回中国地域ニュービジネス⼤賞 最優秀賞受賞  

・中国経済産業局賞 受賞  
� 平成１９年度 ・循環型社会形成推進功労者 知事賞受賞  

・循環型社会形成推進功労者 環境⼤⾂賞受賞 

 



 

 

技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・産業廃棄物業者における分別中間処理 
・建設業者における⽯膏のリサイクル活⽤ 
 

導⼊実績  

処理能⼒別  
・時間 0.5 トン〜 2 トン 180 台（HI プラスターボ） 
・時間 3 トン〜15 トン 25 台（BIG ターボ） 
 

⾼度化  

・最終排出される⽯膏粉の粒度は 5ｍｍ〜0.5ｍｍまで、 
ニーズに合わせ選択ができる。 

・処理能⼒、作業状況等ニーズに合わせた設備を、ご提案 
する。 

環境への貢献  

・純度の⾼い⽯膏粉（⽯膏紙⽚などの不純物を除去した）を作ることで、リサイクルニーズを⾼めていく。 
 

今後の課題  

 リサイクル利⽤の受け⽫の拡⼤を⽬指して、⾏政の
動きや専⾨家の研究状況など情報を共有する機会を設
け、さらに求められるニーズを追及している。 
 

知的財産権等取得状況  

・⽯膏ボード粉体分別処理装置 （3398348） 

・粉粒体連続乾燥装置 （5227895） 

企業概要  

創 業 年：昭和 62 年 6 ⽉ 1 ⽇ 
資 本 ⾦：1,800 万円 
従業員数：15 名 
事業内容：・省⼈省⼒化製造機械整備、設計、製作 

・産業廃棄物関連設備、設計、製作 
・型枠⽤ラス及び関連資材製造販売（受託事業) 
・⾃動組⽴装置/加⼯機⽀援装置送給/⼀貫製造設備 

 

企業の環境への想い  

便利なものが増える⼀⽅、その⼊
替も激しい昨今、リサイクルの必要
性をより多くの⼈に認識していた
だけるようにと考えています。 
 
 
 


