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⼟壌、⽔質浄化 

『ダクタイル鋳鉄を⽤いた環境調和省⼒型の根固の護岸⼯』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：鋳鉄製パネル枠⼯法「鋳⽥籠（ちゅうたろう）」 
技 術 名 ：鋳⽥籠⼯法 
技術や製品の概要 ：ダクタイル鋳鉄製の格⼦状パネルを同素材のくさびで 

連結した枠体に⽯などを詰めて使⽤する。主に、河川の 
護岸⼯、根固⼯、護床⼯に使⽤され、増⽔時の洗掘など 
を防ぐ役割を果たす。また⼟留⼯、⾕⽌⼯などで⼟砂災 
害を防ぐためにも使⽤可能である。 

 
住所 ： ⼭⼝県防府市牟礼今宿 1-18-14 
URL ： http://www.abongcorp.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 松村 憲吾 
担当者名：代表取締役 松村 憲吾 
電話 ： 0835-28-3702 
ＦＡＸ ： 0835-28-3703 
e-mail ： abongcorp@ymail.plala.or.jp

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

鋳⽥籠⼯法の特徴は以下のとおり。 
特徴１．組⽴てが簡単で施⼯が早い 

・枠体の組⽴てが簡単で⼤幅な⼯期短縮が図れ、組⽴が⼈⼒作業でできる 
ため、重機の搬⼊ができない箇所でも施⼯が可能。約 21kg 

・素材が強固なため、バックホウによる砕⽯投⼊が可能。約 30 ㎡/ｈ 
特徴２．同素材の⾦具で連結し、耐久性、耐⾷性に優れる 

・鋳鉄は鉄に⽐べ、表⾯は錆びるが腐⾷しにくく、海⽔を想定した実験で 
腐⾷年数 132 年と診断されている。 

特徴３．環境にやさしい  
・鋳鉄は動植物の⽣育に必要不可⽋な⼆価の鉄イオンを放出し、⽯の隙間  

が⼩動物の⽣息空間に適している。 
・使⽤後の製品は溶解すればリサイクルが可能。  

優位性  

・災害復旧時の施⼯期間を⾶躍的に短縮することが可能。 
・ピリオドコスト（期間コスト：設備導⼊時のイニシャルコストと 

ランニングコスト・メンテナンスコストを含む）が安価。 
・ダクタイル鋳鉄製であるため⻑期間維持できる。 
・リサイクル可能材料である。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 国⼟交通省 NETIS 登録 No.CG －990046－V 
� ⼭⼝県認定リサイクル製品 
� 広島県登録リサイクル製品 

 
        ①組⽴ 

 
②砕⽯投⼊ 

 
③完成 



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  

・災害復旧 
・減災、防災 
・河川の護岸⼯、根固⼯、護床⼯ 

導⼊実績（平成 28 年 1 ⽉現在）  

・国⼟交通省 18 件 都道府県 201 件 市町村 75 件  
⺠間 2 件 韓国 64 件 合計 360 件     

⾼度化                                    

地球環境にやさしく、出来る限り⾃然に近い状態で⾃然に回帰しやすい⼯法
の提供を模索している。その理念のもと従来⼯法からの変換を促進し、昔から
ある脈々と受け継がれる技術⼯法を継承し、経済合理性と環境に配慮しＮＥＯ
環境ビジネスを⾏い⼈間社会と⾃然の調和バランスの取れた製品。 

環境への貢献  

・ピリオドコスト（期間コスト：設備導⼊時のイニシャルコストとランニング 
コスト・メンテナンスコストを含む）が他のセメント等の資材で⾏うよりもリーズナブル。 

・ダクタイル鋳鉄製であるため⻑期間維持できる。 
・永久的にリサイクル可能材料である。 

 ・鋳鉄の持つ２価の鉄イオンが動植物や⽔質浄化に有効である。 

今後の課題  

・くさび連結式鋳鉄パネル枠⼯法「鋳⽥籠」の普及 
・組織化（営業・設計・⽣産・施⼯・メンテナンス） 

 ・組織化するための体制づくり（役割作り） 
 ・⼈材育成・教育体制の構築 

知的財産権等取得状況  

・構造体ユニットとそれに⽤いられる構造体及び連結
⾦具 

・特願 2012－82742 

企業概要  

創 業 年：平成 19 年 3 ⽉ 16 ⽇ 
資 本 ⾦：580 万円 
従業員数：６名 
事業内容：・鋳鉄製くさび連結式パネル枠⼯法「鋳⽥

籠」の製造・設計・販売 
・鋳造製品［⾃社製品・OEM］企画・製造・ 

販売 
・廃棄パソコンリサイクル事業 
・パソコンなどの記憶媒体の個⼈データ 

抹消 
 

企業の環境への想い  

・出来る限り⾃然に近く、⾃然に回帰しやすい⼯法の 
提案 

・⻑寿命でリサイクルできる鋳鉄をもっと社会基盤素 
材として提唱 

・⼈類が⻑年利⽤してきた鋳鉄を世の中に広める 
・環境志向、健康志向のライフスタイル提案 
・再⽣原料の地域循環システム構築/廃棄物の縮減 

及び減容 

 

＜施⼯後 2 ヶ⽉＞ 

＜施⼯後 8 年＞ 



 

⼩⽥建設株式会社 

ＯＤＫ技術研究センター 
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騒⾳、振動防⽌ 

『優れた吸⾳効果で、⾳環境のコントロールに適している環境にやさしい製品』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：キュート萩 セラミック吸⾳タイル・吸⾳レンガ 
技 術 名 ：多孔質セラミック吸⾳材製造技術 
技術や製品の概要 ：フライアッシュ・⾼炉スラグ（リサイクル）・ウォラスト 

ナイトを主原料とする、断熱性・耐⽕性・耐久性・意匠性に 
優れた軽量で加⼯が簡単な、多孔質セラミック吸⾳材。                      

【基本サイズ、カラー】 

タイル  297ｍｍ×297ｍｍ×20ｍｍ〜50ｍｍ 

レンガ 210ｍｍ×100ｍｍ×60ｍｍ 

 
住所 ： ⼭⼝県萩市⼤字椿東中ノ倉 2233 
URL ： http://odk-center.com 
代表者 ： 代表取締役 ⼩⽥ 和⽣ 
担当者名：⽩神 英⼀  
電話 ： 08388-2-2520 
ＦＡＸ ： 08388-2-2522 
e-mail ： odakensetsu@haginet.ne.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

遮⾳性、吸⾳に優れた効果を発揮する秘密は、連続気泡配列 
・「キュート萩」は、低⾳から⾼⾳までフラットで優れた吸⾳特性を有し、⼤型施設だけでなく、 ホームシ

アターといった⼀般家庭の部屋の⾳響コントロールにも適する。 
・遮⾳性に優れ、外部に漏れる不快な雑⾳・騒⾳を吸収するため、騒⾳対策にも有効。 
 

 

優位性  

・残響室法吸⾳率試験データでは、各周波数において背後空気層無しの状態でも⾼く、フラットな特性があること
が証明された。  

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 不燃建材認定 認定番号 NM－0387 
� ⼭⼝県認定リサイクル製品 認定番号 第 2 号 

「キュート萩」はセラミック製の⼩さな発泡体の集合で
構成されている。 ⾳のエネルギーは「キュート萩」に⼊
射し連続気孔中を通過するとき、空気の粘性抵抗によっ
て熱エネルギーに変化して減衰する。この効果により、
優れた吸⾳性能を発揮することができる。

（ 特 殊 サ イ ズ ・ デ ザ イ ン の 製 作 も 可 能 ）  
カラー：ベージュ系（濃淡あり）、ホワイト系、濃茶 



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  

・⾳環境のコントロールを必要とする⼤型施設 
（テレビ等各種スタジオ、会議室等） 
・防⾳を必要とする環境ニーズ（発電所排気 

ダクト、エンジンテストルーム等）への 
対応 

・ホームシアターなど⼀般家庭における⾳環 
境のコントロールを必要とする内壁、外壁 
への活⽤ 

導⼊実績  

⼩中学校校舎及び体育館の内壁・原⼦⼒発電所関連施設・エンジンテストルーム・ディーゼル発電所排気ダクト
内壁・防衛省関連施設・⽔処理センター外部排気塔・保育園外壁・プール施設内壁など導⼊実績は多数。 

⾼度化  

・ウォラストナイトを主原料とする⾼強度セラミック多孔体による⽔処理環境セラミック材の研究開発と実⽤化 
・既に製品化している、⾳環境・ヒートアイランド対策の熱蒸散環境セラミック材の品質の向上 

環境への貢献           

ヒートアイランド現象による都市部の
気温上昇の問題の要因となる、舗装やコ
ンクリート構造物からの放射熱を低減す
るために、保⽔性（含⽔率）の熱蒸散特
性を活かせる製品でもある。 

今後の課題  

 プレス機・焼成炉等の設備の増設により量産化を 
⾏い、更なる市場拡⼤を図っている。 
  

知的財産権等取得状況   

国内特許及び、ＵＳＡ・ロシア・ウクライナ・中国
の海外特許を取得 

 

企業概要  

創 業 年：昭和３年 4 ⽉ 
資 本 ⾦：2,535 万円 
従業員数：35 名 
事業内容：⼟⽊建築⼯事⼀般、各種砕⽯の製造・販売、セラミック製品の

製造・販売並びに研究開発 
 

 

企業の環境への想い  

「⼈の住みよい環境づくり・地球
に優しい環境づくり」⼩⽥建設はい
つも考えています。 

ケーブルテレビスタジオ 劇場 
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廃棄物処理・リサイクル 

『未来に向けて！！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：再⽣ビーズ RB 
技 術 名 ：焼却灰安定化固化製品 
技術や製品の概要   ：⽕⼒発電から排出される⽯炭灰を⾼炉セメントや⽣ 

⽯灰、清⽔と⼀緒に混練することで、⾃然の砕⽯のよう 
に無害で軽くて強度の⾼い⽯資材を⽣成している。 

 
住所 ： ⼭⼝県周南市⾦峰 4300 
URL ： http://www.kanokosan.co.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 ⽥村 謙治  
担当者名：取締役会⻑ ⽥村 節男 
電話 ： 0834-68-2713 
ＦＡＸ ： 0834-68-3141 
e-mail ： info@kanokosan.co.jp

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

RB（再⽣ビーズ） 
・⽕⼒発電で燃焼させた⽯炭の燃えガラである焼却灰 

を⾼炉セメントと⽣⽯灰と清⽔と混練したものが 
RB（再⽣ビーズ）である。 
⼀般の砕⽯と⽐較した場合の RB の特⻑は、以下の  
通り。 

 ・⽐重が⼩さく軽いこと。 
 ・CBR 値が⾼く強度に優れていること。 

※CBR 試験とは、試料である⼟に標準⼨法の 
ピストンを貫⼊させるのに必要な荷重強さを 
測定して、⼟の強さの⼤⼩を判定しようと 
するもの。 

 ・突き固め回数が少なくてすみ、⼯程短縮が 
  図れること。 
 ・強度を⾼めるための危険物質を含める必要がなく 
  安全性に優れていること。 
 

優位性  

・RB を⽣成するときの各種混練物の調合度合にノウハウが 
あり、他社には簡単には真似できない仕組みとなっている。 
 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 27 年度 ⼭⼝県認定リサイクル製品（RC30,RC40,RC30RB,RC40RB） 

 

<RC40+RB> 
<RB> 

<焼却灰> 



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  

・⼟⽊舗装⽤路盤材 
・太陽光発電敷地の路盤材 
・駐⾞場路盤材 
・倉庫及び資材置き場の造成 
・宅地造成 

導⼊実績  

平成 26 年 5 ⽉からの実績 
・⼟⽊舗装⽤路盤材  1,105 ㎥ 
・太陽光発電等路盤材 1,396 ㎥ 
・宅地等造成     3,970 ㎥ 

 

⾼度化  

・軽量で強度が⾼く、しかも安全なため、宅地造成も含めてありとあらゆる地盤の改良や造成、整地に使⽤するこ
とが可能である。 

環境への貢献  

・ ⽯炭の燃えガラを使⽤することで、地中から掘り出した⽯炭の全てを有効活⽤することができる。

今後の課題  

⽯炭灰は、これまでセメント原料など多くの⽤途で
利⽤されてきた。ただし、⼟⽊分野での利⽤は 15%程
度となっており、今後の利⽤拡⼤が課題である。 
                              

知的財産権等取得状況  

現在、特許申請中。 
 
 

企業概要  

創 業 年：昭和４８年 1 ⽉ 
資 本 ⾦：1,000 万円 
従業員数：16 名 
事業内容： 

・砕⽯、砕砂、再⽣品の製造販売 
・産業廃棄物処分業 

  ・破砕ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 
  ・混練 ばいじん 

 

企業の環境への想い  

インフラ整備に不可⽋な砕⽯、砕砂を安定供給する
ことで、地域の発展と産業振興に貢献し続けて参りま
した。⼟⽊建築、解体等で発⽣したコンクリートは、
受け⼊れをし、再⽣します。また、⽕⼒発電所等で発
⽣した灰は安定化処理し、多種多様な分野で多くのお
客様に利⽤して頂いております。 

私達の製品は、皆様の⽬につき難いものが多いです
が、安全、安⼼、環境に優しい⾼品質な製品を創り続
け、提供させていただきます。 
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環境調和型製品 

『のり⾯の養⽣と⾃然環境の復元を可能にした養⽣シート』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：多機能フィルター 
技 術 名 ：被覆材による「のり⾯」保護と植⽣ 
技術や製品の概要 ：当製品を地表⾯に張りつけるだけでフィルター構造の 

不織布の機能により⼟粒⼦の動きを⽌め、⾬⽔等による 
侵⾷を防ぐことができるため、流末への環境保全のみな 
らず、草本類、⽊本類の計画的導⼊が可能となる。 

 
住所 ： ⼭⼝県下松市葉⼭ 2-904-16 
URL ： http://www.takino.co.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 常村 忠⽣ 
担当者名：常務取締役 ⼩池 常太 
電話 ： 0833-46-4466 
ＦＡＸ ： 0833-46-4678 
e-mail ： info@takino.co.jp

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

多機能フィルター 
 近年、異常気象による激甚災害や森林破壊により、貴重な⼈命
や⾃然環境が失われており、豪⾬からの斜⾯防災や⽔質保全、植
物の⽣態系の回復などの環境保全が緊急課題となっている。 
 そうしたなか、外来牧草を斜⾯に吹き付け、牧草の根の緊縛⼒
で⾬侵⾷等から表⼟の流出を抑える従来の緑化⼯法では、数年後
には植⽣が衰退し、表⼟の侵⾷が起こるケースが多く⾒られた。 
 それに対し、当社が開発した多機能フィルターは、100％に近
い空隙率をもつ不織布により、時間降⾬ 100mm の豪⾬から⼟壌
の侵⾷を防⽌し、⼲ばつや凍上といった厳しい外部環境から植物
を守ることができ、植⽣の定着・⽣⻑に⼤きく寄与する。 
 このように、防災および環境保全に優れた効果をもつ本製品は、
多くの開発⼯事・災害復旧⼯事などに採⽤され、全国の⾃然環境
の復元に貢献している。 

優位性  

新技術情報提供システム NETIS（国道交通省）VE 登録 
建設技術審査証明（(⼀財)⼟⽊研究センター）業界初の取得 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 � 平成 22 年度 ニッポン新事業創出⼤賞 経済産業⼤⾂賞 
 � 平成 24 年度 ⽇⽴環境財団 環境賞 優秀賞 
 � 平成 24 年度 ⽂部科学⼤⾂表彰 科学技術賞 技術部⾨ 
 � 平成 24 年度 ものづくり⽇本⼤賞 中国経済産業局⻑賞 
 � 平成 26 年度 がんばる中⼩企業・⼩規模事業者 300 社 

（製品姿：左 SP タイプ（種⼦なし） 

 右 MF タイプ（種⼦・肥料・⼟壌改良材⼊り） ） 

（従来⼯法との⽐較：施⼯後３年経過） 

（⼈⼯降⾬実験（降⾬量 100mm/h）） 

多機能フィルター

植⽣基材吹付⼯

⼀般のシート 多機能フィルター

濁⽔が発⽣していない。 
⾼い侵⾷防⽌効果を発揮している。



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  

・道路関連⼯事  治⼭、砂防、林道関連⼯事 
・ダム・河川  ため池関連⼯事 
・災害復旧   予防関連⼯事 
・⼟地造成   圃場整備関連⼯事 
・国定公園   国有林内⼯事 

導⼊実績  

・尾道・松江⾃動⾞道⼯事(広島県) 
・東松島市野蒜北部丘陵地区震災復興事業(宮城県) 
・清⽔地区斜⾯対策他⼯事(奈良県) 
・⾚⾕地区他周辺整備⼯事(奈良県) 

⾼度化  

・製品⾃⾝が侵⾷防⽌機能を持つため、施⼯後すぐに斜⾯ 
保護が可能。 

・夜露を保持し蒸散を防ぐことによる植物の保護。 
・保温効果により凍上が原因で起こる斜⾯崩壊の防⽌。 

環境への貢献  

・全国での開発⼯事・災害復旧⼯事における防災および環境保全による⾃然環境の復元。 
・雲仙普賢岳をはじめとした⽕⼭の噴⽕による荒廃地の緑化。 
・国際協⼒機構（JICA）と連携し「インドネシア国防災・環境保全及び環境再⽣技術の普及・実証事業」の実施。 

今後の課題  

・国内の公共⼯事におけるさらなるシェア拡⼤と、 
⺠間⼯事への販路拡⼤の強化 

・海外における販路開拓に向けた引合い情報の収集と、 
試験施⼯等による製品の普及 

                              

知的財産権等取得状況  

・表⼟保護シートとその製造⽅法（第 4322953） 
・植⽣⽤シート（第 2967464） 
・遮⽔緑化シート（第 4703776） 
・防草緑化シート（第 4747225） 
・植⽣⽤ロール状物（第 4504526）

企業概要  

創 業 年：平成６年 6 ⽉６⽇ 
資 本 ⾦：5,000 万円 
従業員数：48 名 
事業内容：多機能フィルター製品群の製造・販売 

 

企業の環境への想い  

「緑と⼟と⽔の環境づくりに優れた商品・サービス
を提供し、社会に貢献する」との思いを持って、⾃然
を復元する地球の応援団として、地球にやさしい環境
づくりに貢献できるよう、あらゆる環境変化やニーズ
の変化に対応可能な⼟⽊資材、環境資材の提供に努め
てまいります。 

⼭⼝県台道法⾯⼯事         （施⼯直後） 

 
                 （施⼯後 15 年経過） 
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排⽔処理 

『3Ｋ作業は先端ロボットにおまかせを！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：Ａ．吸⽔ポリマー⼟のう⽔ピタ  
 Ｂ．固まるフレコンバッグ 

技 術 名 ：Ａ．⽔で膨らむ吸⽔ポリマー⼟のう 
 Ｂ．⽔をかけると外袋がスレート並に硬化するフレコン 

技術や製品の概要 ：⽔ピタ ⼟を使⽤せず、⽔に浸すだけで体積が約 20 倍に
膨らみ、⽔害などからの浸⽔を防ぐ 

固まるフレコンバッグ ⼟砂等の中詰後、散⽔すれば 

スレート並に硬化しコンクリート構造物の代りになるので 
災害現場での耐⽤年数の⻑い防災材料として活⽤できる。

 
住所 ： ⼭⼝県宇部市中⼭ 1115-10 
URL ： http://www.nakamura-k.jp 
代表者 ： 代表取締役 中村 廣義 
担当者名：事業部⻑ ⽵内 茂⽣ 
電話 ： 0836-21-5252 
ＦＡＸ ： 0836-21-5759 
e-mail ： info@nakamura-k.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

⽔ピタ 約３分間⽔に浸すだけで、約 10kg〜25kg の
⼟のうが完成。⼟を使⽤しないため、都⼼部等
の台⾵やゲリラ豪⾬に素早く対応。また、使⽤
前は薄くて軽いため、保管性に優れ、持ち運び
も容易。平成 12 年の販売開始以来、⽇本国内
で累計 40 万枚以上の販売実績がある。東⽇本
⼤震災では、放射性汚染⽔の漏⽔対策としても
使⽤された。 

固まるフレコンバッグ 従来のフレコンと同様に袋内
に⼟砂を⼊れた後、⽔をかけるだけでスレート
並の強度で硬化する。従来のフレコン⼟のうは
強度や紫外線等により⻑期間の耐⽤は困難で
あるが、本製品は硬化したマットがコンクリー
ト構造物の代りになり⻑期間の耐⽤が実現で
きる。簡易な仮設⼯事でコンクリート構造物と同等の強度と⻑期耐⽤を実現でき、施⼯に伴う重機運転等
の CO2 排出量削減、省エネ、施⼯費の削減に貢献できる。 

優位性  

・緊急時に素早く対応できる 
・使⽤前は薄いため、省スペースで保管できる 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成11年 国⼟交通省新技術情報提供システム（NETIS）認定（⽔ピタ） 
� 平成17年 ⼭⼝県「新商品の⽣産により新たな事業分野の開拓を図る者」認定（⽔ピタ） 
� 平成18年 宇部市「新商品の⽣産により新たな事業分野の開拓を図る者」認定（⽔ピタ） 



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  

国内全域の⽔害発⽣場所 

 

導⼊実績  

・⽔ピタ：販売累計４０万枚以上 
・固まるフレコンバッグ：平成 29 年春販売予定 
 

⾼度化  

・海⽔でも膨らむ吸⽔ポリマー技術 
・セメント含浸マットの製造技術 

 

環境への貢献  

・⽔ピタ 真⽔に限らず海⽔でも膨らむため、東⽇本⼤震災 
では、放射性汚染⽔の漏⽔防⽌に貢献。 

・固まるフレコンバッグ セメント含浸マット製造技術を活⽤ 
したフレコンバッグを使⽤することで建設現場での省エネ、 
施⼯費の削減に貢献。 

 

今後の課題  

 現在、固まるフレコンバッグの国内販売に対応すべ
く、量産体制の充実並びに販売代理店の更なる拡充に
取り組んでいる。  

知的財産権等取得状況  

・⽔ピタ  特許取得 
・固まるフレコンバッグ 特許出願中 

企業概要  

創 業 年：昭和 37 年 1 ⽉ 17 ⽇ 
資 本 ⾦：4,000 万円 
従業員数：25 名 
事業内容：・⼟⽊、建築⼯事の設計・施⼯ 
     ・環境関連製品の開発・製造・販売 

 

企業の環境への想い  

私たちは「想像から創造へ Nice 
Try！」を合⾔葉に、⼈の命を守る環
境防災製品を開発し、安全で環境に
配慮した製品・サービスを提供し、
地球にやさしい快適な街づくりに取
り組んでいます。 
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廃棄物処理・リサイクル 

『⾼含⽔・⾼塩素含有汚泥のリサイクル技術』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：⾼含⽔・⾼塩素汚泥のリサイクル技術 
技 術 名 ：脱塩・分離・改質 施設 
技術や製品の概要 ：建設⼯事や⼯場などから排出される⾼含⽔汚泥や、塩素

を含んだ汚泥・燃え殻をセメント原料になるように脱
塩・分離し、ばいじん（⽯炭灰）により改質処理する。 

 
住所 ： ⼭⼝県周南市久⽶ 3078-1 
URL ： http://www.chutoku-g.co.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 橋本 ふくみ 
担当者名：総務管理部 久保 智 
電話 ： 0834-33-8685 
ＦＡＸ ： 0834-25-2856 
e-mail ： info@chutoku-g.co.jp

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

⾼含⽔・⾼塩素含有汚泥の「脱塩・分離・改質」処理技術 
『廃棄物×廃棄物＝再⽣資源』 
 当社では、建設⼯事や⼯場などから排出される汚泥をセメント
原料とするリサイクル事業に取り組んでいる。 

これまで、塩素濃度の⾼い汚泥や燃え殻は、セメント原料とし
ては適さず埋め⽴て処分されていた。そこで、当社ではこれらの
リサイクル技術の開発に着⼿。隣接する下⽔処理場から排出され
る処理⽔を⽤いて汚泥を洗浄することで「脱塩」に成功。さらに
「ばいじん（⽯炭灰）」を混合することで含⽔率を調整し、ふる
い分け・混合処理を経て、セメント原料にリサイクルしている。 

廃棄物である「汚泥」を、同じく廃棄物である「ばいじん」、
さらには処理⼯程において海域に放流する「下⽔処理⽔」を⽤い
て再資源化するという、「究極のリサイクル」を実現している。 

 

優位性  

⼭⼝県周南流域下⽔道浄化センターに隣接。当センターより弊社⼯場
内に海底配管を敷設し処理⽔を引き込むことで、豊富な処理⽔をリサイ
クルのために活⽤することができている。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 27 年 3 ⽉ 「がんばる中⼩企業・⼩規模事業者 300 社」
選定（経済産業省・中⼩企業庁） 

� 平成 27 年 8 ⽉ 「環境 ⼈づくり企業⼤賞奨励賞」（環境省） 
（以上、統括会社である「㈱中特ホールディングス」において受賞） 

①搬⼊ ②⽔洗前 

  
③⽔洗処理 ④⽔洗後 

 
⑤⽯炭灰添加・改質処理（クローズドシステム） 

※写真右は、⽯炭灰添加後 

 
⑥篩分・混合施設にて成分調整 

 

セメント業者へ
出荷 



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  

建設⼯事や⼯場など、汚泥が排出される    
産業分野 

 

導⼊実績  

 処理能⼒ 306.8 ㎥/⽇ 
 

⾼度化  

汚泥のリサイクルプロセスにおいて、
「下⽔処理⽔」を活⽤することで、貴重
な⽔資源を無駄にしない取組みを可能と
した。また、含⽔率調整において、廃棄
物である「ばいじん（⽯炭灰）」を利⽤
することでリサイクル率のさらなる向上
を実現した。 
 

環境への貢献  

廃棄物の埋⽴処分量削減。リサイクルの推進。資源の有効活⽤。

今後の課題  

中特グループのリサイクル技術を広く PR し、お客様
の「ゼロエミッション」をトータルサポートする。リ
サイクル率 100%達成に向けて、難処理物のリサイク
ル技術開発に取り組む。 

知的財産権等取得状況  

特になし 
 
 
 
 

企業概要  

創 業 年：平成元年 2 ⽉ 
資 本 ⾦：9,500 万円 
従業員数：25 名 
事業内容：・産業廃棄物収集運搬業 

・産業廃棄物処分業 
・リサイクル事業 

 

企業の環境への想い  

当社は中特グループの⼀員として「⽣活環境⾰命で
⼈々を幸せにする」を企業理念・使命としております。 
限りある資源を⼤切にしながら、より良い環境を作り
育て、次世代へとつなぐために…これからも今までに
ない発想⼒と「⾰命」を起こす勢いで、⼈々に幸せを
お届けします。 

 


