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『社会基盤の礎』を担う環境プロフェッショナル 

  

 

 

http://www.kankyo-kanri.co.jp/ 

 
  

本社： 〒193-0832 東京都八王子市散田町 3-7-23 
 TEL (042)673-0500（代） FAX (042)667-6789 

営業ご案内：(03)6206-4321 

環境に関する問題は、何でもご相談下さい。 
◆ 調査分析 

MOVING LAB による現地分析（アスベスト、放射能、PM2.5）/ 

土壌調査/アスベスト調査/臭気調査/放射能核種分析 
◆ コンサルティング 

環境アセスメント/生活環境影響調査/悪臭対策/土壌汚染対策/ 

◆ 試験・研究 
レアメタル分析/ＷＥＴ/ナノマテリアル計測/異物分析・構造解析 

調査・分析から研究開発、アフターフォローまでお客様の様々な環境課題にお応えします！ 



埋立処分場からの浸出水漏水調査
目に見えない水の流れを正確に、しかも迅速に解明します！

九環協
九州環境管理協会
一般財団法人 

〒813-0004　福岡市東区松香台 1-10-1

TEL 092-662-0410
FAX 092-662-0411
E-mail syougai@keea.or.jp
URL http://www.keea.or.jp/

ISO 9001
01QR-470

調査分析部

ISO/IEC 17025 認定試験所

超高感度トレーサ法
【特許庁登録】水文調査トレーサ及び水文調査法 平成 11 年 3月 12 日登録 特許第 2899258 号

超高感度トレーサ法は水の流れを追跡する最も有効な手段です。
トレーサ法として実績のあるアクチバブルトレーサ法をさらに
改良した方法です。

■超高感度トレーサ法の特徴
●長期間の追跡ができます。（２年以上にも及ぶ長期安定性）
●広範囲における適用が可能です。（数100m～数km）
●同時に複数のトレーサが使用できます。（現在のところ12種類）
●トレーサ溶液の投入量が少量で済みます。（数10mL～数10L程度）
●超高感度で検出でき、定量性があります。（定量下限値：0.01μg/L）
●試料水のサンプリング量が少量で済みます。（100mL程度）
●結果が迅速に出ます。
●環境への負荷が少なく、低コストです。

全国どこでも調査致します。お気軽にお問い合わせ下さい。

その他、
廃棄物関連業務

■環境放射能分析

■バイオアッセイ

■環境アセスメント

■廃棄物関連計画等

認証・登録番号0003013
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www.jfe-eng.co.jp
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適、

みんな
が安心。

人間をはじめすべての動植物が生存するかけがえのない地球。その美しく豊かな自然を取り戻し、
将来にわたって快適で安心して暮らせる環境を創造していくことが、私たちJFEエンジニアリングの
仕事です。いままで培った公害防止、リサイクル、省エネルギーなどの革新的な技術を、地球全体の
環境保全活動に役立てていきたいと願っています。

横浜市鶴見区末広町二丁目1番地 〒230-8611 TEL:045-505-7876（代表）FAX:045-505-7404

都市環境本部





Tel.03-5550-9431
http://www.steelcan.jp

［磁力選別］ 
スチール缶と他の容器
とを分けます。鉄は磁石
にくっつくので、簡単に
分けられます。 

［プレス］ 
運びやすい形、大きさに 
プレス加工したスチール缶などの鉄スクラップは、 
鉄鋼メーカーに集められます。 

［分別排出］ 
あき缶やビンなどの資源ゴミは、
指定日に分けて出してください。
ここがリサイクルの始まりです。 

［分別収集］ 
専用の回収車が集め、 
市町村のリサイクル 
センターなどへ運びます。 

［転炉］ スチール缶などの鉄スクラップは溶かした鉄鉱石と転炉でいっ
しょになったり、電炉でそのまま
溶かされて鋼になります。 

［圧延］ 溶けた鋼は圧延機で延ばされ、使い道に
あわせ形を変えていきます。 ［製品］ 

薄い鉄板や厚い鉄板、パイプや
鉄骨など様々な鉄製品になって
製鉄所から出荷されます。 

空缶はここで中身を充填され、 
缶ジュースや缶コーヒーなどの 

缶飲料として市場に出荷されます。 

缶飲料として自動販売機やお店で売られ、 
皆さんにご利用いただきます。 

飲み終わったあき缶は資源ゴミとして収集される事により、
またリサイクルされます。ポイ捨てはやめましょう。 

スチール缶は、生まれ変わり 
またスチール缶として作られます。 

スチール缶は、生まれ変わり冷蔵庫・洗濯機な
どの家電製品、自動車、橋やビルの鉄骨として
幅広く使われています。 
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スチール缶は、資源ゴミとして決められた 
収集日に出してください。リサイクルの 

第一歩は分別排出から 
始まります。 

分別排出 分別排出 

プレス処理されたスチール缶は、 
鉄スクラップとして製鉄所に 

運ばれます。 

鉄スクラップ 鉄スクラップ 
てつ 

製鉄所 製鉄所 
せい て つ じ ょ  

スチール缶は、生まれ変わり 
またスチール缶として 

作られます。 

空缶に飲料を充填し、
缶ジュースや缶コーヒー 

　として市場に出荷します。 

缶飲料として、自動販売機やお店で 
売られ、皆さんにご利用 

いただきます。 

消費者 消費者 
しょう   ひ   しゃ 

73万トン 88.1％ 

スチール缶のリサイクルは スチール缶のリサイクルは 

73万トン 88.1％ 

平成18年 平成18年 

分けて出されたあき缶は専用の回収車で
集められ資源化施設へ運ばれます。 

分別収集 
ぶん  べつ しゅうしゅう 

● 電　炉 
鉄スクラップを主原料として、
鉄筋棒鋼などの建築材料を
作っています。スチール缶の
あき缶も鉄スクラップの一部
として使用されています。 

● 高　炉 
鉄鉱石を主原料として、スチ
ール缶の材料となる薄板を 
はじめ様々な鉄製品を作って
います。転炉という工程で 
鉄スクラップが使用され、 
あき缶スクラップも使用して 
います。 

製缶工場 製缶工場 
せい かん こう じょう 

飲料工場 飲料工場 
いん りょう こう じょう 

自動販売機 自動販売機 

 こ  うり てん 

 じ  どう はん ばい  き  
小売店 小売店 
 こ  うり てん 

飲み終わったあき缶は資源ゴミとして 
リサイクルできます。ポイ捨て

はやめましょう。 

1年間にリサイクルされたスチール缶
は73万トン。東京タワーが約200本
できる量です。 

Tel.03-5550-9431
http://www.steelcan.jp

ぶん べつ はいしゅつ 

資源物を選別・処理します。スチール缶は、
磁選機で選別され運びやすいように 

プレス処理されます。 

資源化施設 資源化施設 
し   げ ん   か     し  せ つ 

リサイクル率 再資源化重量 

スチール缶は、生まれ変わり、建築資材、
自動車、電気製品、橋、、鉄道のレールなど
になって役立っています。 

産業廃棄物の適正処理は、私たちの使命です。産業廃棄物の適正処理は、私たちの使命です。産業廃棄物の適正処理は、私たちの使命です。産業廃棄物の適正処理は、私たちの使命です。産業廃棄物の適正処理は、私たちの使命です。

〒106-0032  東京都港区六本木3-1-17  第2ABビル4Ｆ
TEL. 03-3224-0811／FAX. 03-3224-0820

産業廃棄物適正処理のマスコット
「てき丸君」

マニフェスト

ホームページから、各種出版物やセミナーのお申し込みができます。
いますぐアクセス！

公益社団法人 全国産業廃棄物連合会

●マニフェストの普及促進を図り、
　適正処理を推進しています。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際には、その
廃棄物について十分に把握し、運搬業者や処分業者に情
報を正しく伝え、処理の確認を最後まで行うことが必要です。
この役割を担うのが〔産業廃棄物の身上書〕とも言えるマニ
フェスト（産業廃棄物管理票）です。私たちはマニフェストシ
ステムの普及促進を図り、不法投棄や不適正処理の防止
に努めています。

●幅広い啓蒙・調査活動によって、
　業界の知識向上に貢献しています。
処理業界の知識や技術の向上を目的とした、各種のセミナ
ーや研修会を開催しています。さらに、産業廃棄物に関する
各種の基礎的な情報収集と調査活動を実施しています。また、
全国産業廃棄物連合会が中心となって、各種適正処理自主
基準の策定を行っています。

●出版物の発行によって、
　各事業者に最新の情報を
　お届けしています。
排出事業者や処理業者が、産業廃
棄物の適正処理を行う上で参考と
なるよう、日本で唯一の産業廃棄物
専門誌である「月刊INDUST」や、
最終処分場を適切に運営するため
の「産業廃棄物最終処分場維持
管理マニュアル」のほか、各種報告
書を発行しています。

環境を守り、
産業を支えるために、
全国で幅広い活動を
行っています。

E-mail info@zensanpairen.or.jp



不法投棄

最終処分場
都市ごみ処理施設
リサイクル施設

 &  & 

      蓄 積
●  水銀
●  鉛
●  PCBs
●  ダイオキシン類
●  農薬
　　・
　　・

     新規物質
●  PBDEs
●  PFOS/PFOA
●  ナノ粒子
　　・
　　・
　　・
　　・
　　・

有害物質の管理 環境上適切な都市ごみ管理

HomeHome office

3R管理

&&



東京都千代田区外神田 4-14-1  秋葉原 UDXビル 22F
TEL.03-6847-1230  FAX.03-6847-1240

www.dowa-eco.co.jp
地 球 を 元 気 に す る 仕 事
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プラスチックのリサイクルを

LCAの視点でやさしく解説します。

身の回りのプラスチックからリサイクルの将来展望まで、
LCAの視点でわかりやすく解説しています。
廃プラスチック処理についての最新データを掲載。
プラスチックの基礎知識も学べます。

企画・制作　一般社団法人 プラスチック循環利用協会
廃プラスチックの適正処理・有効利用のための研究開発とその普及活動を行っています。

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-7-6 茅場町スクエアビル9F
TEL 03-6855-9175　FAX 03-5643-8447

http://www.pwmi.or.jp/

パンフレットは
ホームページからお申し込み

いただけます。

パンフレットは
ホームページからお申し込み

いただけます。

プラスチック循環利用協会

検索

（ライフサイクルアセスメント）

プラスチックのリサイクル 20の？
はてな

ホームページ

プラスチックとリサイクル 8つの？
はてな

パンフレット

B5サイズ/20ページ








