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 この⼯事は⾃ら利⽤で試験を⾏いましたが、
技術的・品質的に国⼟交通省に評価
⼯事において有効利⽤するために、当該県初
の個別指定を

建設汚泥リサイクルにおける利用事例

【鋼管ソイルセメント余剰
■泥⼟の種類：⾃硬性汚泥、粘性⼟
■原泥の含⽔⽐：
■利⽤形態：個別指定
■利⽤⽤途：
■処理⽅法：安定処理

■使⽤固化材：石灰系固化材
■固化材添加量：
■⽇施⼯量：
■総リサイクル量：

この⼯事は⾃ら利⽤で試験を⾏いましたが、
技術的・品質的に国⼟交通省に評価
⼯事において有効利⽤するために、当該県初
の個別指定を取得して

※「泥⼟⼿引」

建設汚泥リサイクルにおける利用事例 

鋼管ソイルセメント余剰泥⼟】
■泥⼟の種類：⾃硬性汚泥、粘性⼟
■原泥の含⽔⽐：100%
■利⽤形態：個別指定
■利⽤⽤途：橋脚基礎埋戻し
■処理⽅法：安定処理

（イーキューブシステム）
■使⽤固化材：石灰系固化材
■固化材添加量：130kg /
■⽇施⼯量：150m3 
■総リサイクル量：32,000m

この⼯事は⾃ら利⽤で試験を⾏いましたが、
技術的・品質的に国⼟交通省に評価
⼯事において有効利⽤するために、当該県初

取得して施⼯されました。

※「泥⼟⼿引」 “泥⼟リサイクル事例”
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【解説
人-⽅

リサイクルは、

であります。企業の社会的責任が問われるようになって久しく、現在では多くの企業が

の達成に向けて新たな取り組みを行っています。建設現場においては、建設副産物が

い再資源化が達成されていますが、

することよりもリサイクルの質の向上への取り組みが求められます。

 

第１章 人（MEN

 方法（METHOD

法① リサイクルしたことがない
法② 最適なリサイクル⽅法が良くわからない（技術的な知識が⾜りない）
法③ そもそもリサイクルの発想となる技術をよくわかっていない
法④ 誰に相談すれば
法⑤ 採⽤したい技術の問い合わせ先がよくわからない
法⑥ リサイクル⽅法を知っていても
法⑦ 特記仕様書に合わせるだけでリサイクルすることが思いつかない

 （特記仕様書
法⑧ 法的な知識が⾜りない（法体系がわかりづらい）
法⑨ リサイクルのための申請⽅法を知らない
法⑩ 特に⼯事間利⽤については仕組みがよくわからない
法⑪ ⼯事間利⽤に⾄っては、受注者のコントロール下
法⑫ 実務者向けの⼿順書がなく、具体的に作業が進めにくい
法⑬ ⽇々の業務に⼿一杯で、仕様外の作業を進められない
法⑭ 技術対応する能⼒が不⾜している
法⑮ 検討できる人が身近にいない
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を処理する技術が軟弱土を改良する技術と異なること

の処理技術について系統的に
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ご相談窓口 

 

②最適なリサイクル⽅法がよくわからない（技術的な知識が⾜りない）／人

泥土をリサイクルする

を処理する技術が軟弱土を改良する技術と異なること

紹介しています。 

p.36~67 

かわからない／人-⽅法⑤採⽤したい技術の問い合わせ先がよくわからな
現場の状況に適⽤できるか気づかない／人

リサイクルすることが思いつかない（特記
弊会はリサイクル面で立ち後れていた建設汚泥のリサイクルに

、浚渫土砂や地震および水害により発生した災害堆積土砂等の高含水泥

産業廃棄物である石炭灰、製紙

材として有効活用するための技術の革新や生産・製造等の企業間連携の実現を目指

案があれば何でもご相談ください。

ご相談窓口  

recycling.jp/consultation/consultation.html

 

②最適なリサイクル⽅法がよくわからない（技術的な知識が⾜りない）／人

泥土をリサイクルするうえ

を処理する技術が軟弱土を改良する技術と異なることに力

⑤採⽤したい技術の問い合わせ先がよくわからな
の状況に適⽤できるか気づかない／人

リサイクルすることが思いつかない（特記仕様書以外の⼿法に思いが⾄らない）
弊会はリサイクル面で立ち後れていた建設汚泥のリサイクルに

水害により発生した災害堆積土砂等の高含水泥

産業廃棄物である石炭灰、製紙焼却灰、廃石膏ボード等の副産物を固化

材として有効活用するための技術の革新や生産・製造等の企業間連携の実現を目指

案があれば何でもご相談ください。

recycling.jp/consultation/consultation.html 

②最適なリサイクル⽅法がよくわからない（技術的な知識が⾜りない）／人

うえでの基本事項として、

に力点をおいて

⑤採⽤したい技術の問い合わせ先がよくわからな
の状況に適⽤できるか気づかない／人

以外の⼿法に思いが⾄らない）
弊会はリサイクル面で立ち後れていた建設汚泥のリサイクルに、排出事業者を中心に取り組

水害により発生した災害堆積土砂等の高含水泥

灰、廃石膏ボード等の副産物を固化

材として有効活用するための技術の革新や生産・製造等の企業間連携の実現を目指

案があれば何でもご相談ください。

 

②最適なリサイクル⽅法がよくわからない（技術的な知識が⾜りない）／人-⽅法③そもそもリサイ

での基本事項として、

をおいて解説し、高含水泥土

⑤採⽤したい技術の問い合わせ先がよくわからな
の状況に適⽤できるか気づかない／人-⽅法⑦特記仕

以外の⼿法に思いが⾄らない）
、排出事業者を中心に取り組

水害により発生した災害堆積土砂等の高含水泥

灰、廃石膏ボード等の副産物を固化

材として有効活用するための技術の革新や生産・製造等の企業間連携の実現を目指しています

案があれば何でもご相談ください。 

③そもそもリサイ

での基本事項として、高含水

解説し、高含水泥土

⑤採⽤したい技術の問い合わせ先がよくわからな
⑦特記仕

以外の⼿法に思いが⾄らない） 
、排出事業者を中心に取り組

水害により発生した災害堆積土砂等の高含水泥

灰、廃石膏ボード等の副産物を固化

しています。
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6 そこが知りたい

1.2  

人-機械
人-機械
人-機械

人-機械
人-機械
人-機械
人-機械

 
人-機械
人-機械
人-機械
人-機械
人-機械
人-機械

 

【解説
人-機
実施のための最適な重機を知らない（対応する機械がわからない）
較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られ
ていることが多い）
人-機

泥土処理

③生活環境

引では、泥土の分類と求められる要求品質に応じた処理方法をフロー図にして紹介するととも

に、安定処理、スラリー化安定処理、脱水処理、乾燥処理、粒度調整、高度安定処理等の処理

技術について詳細に解説を

●「

 

  人（MEN

そこが知りたい泥土リサイクル

 機械（MACHINES

械① リサイクル技術（⽅法）を知らないため、機械
械② ⼯法実施のための最適な重機を知らない（対応する機械がわからない）
械③ 機械様式が一様（⽐較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる
 機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られていることが多い
械④ 市場に出回っている専⽤機械の台数が不明（⼿配可能数が不明）
械⑤ 機械に関する知識が⾜りない
械⑥ 大規模なプラントが必要というイメージがある
械⑦ 均一な改質が必要とあるが、何をもって均一な改質となるのか

  基準がわからない
械⑧ 機械の⾯倒が⾒られない（知識・人員・能⼒の不⾜）
械⑨ 熟練技術者を配置できない
械⑩ 現場が狭く、追加機械の使⽤を避けたい
械⑪ 現場条件に⾒合った機械がない
械⑫ 機械の改善や⼯夫を適⽤するための予算がない
械⑬ 機械業者に現場適⽤に⾒合う改善・⼯夫・開発の意識が薄い

解説 08】 

機械①リサイクル技術（⽅法）を知らないため、機械
実施のための最適な重機を知らない（対応する機械がわからない）
較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られ
ていることが多い）

機械⑤機械に関する知識が⾜りない
泥土処理を計画する

生活環境保全に対する検討、

引では、泥土の分類と求められる要求品質に応じた処理方法をフロー図にして紹介するととも

に、安定処理、スラリー化安定処理、脱水処理、乾燥処理、粒度調整、高度安定処理等の処理

技術について詳細に解説を

「泥土手引」

MEN） 

泥土リサイクル

MACHINES）

リサイクル技術（⽅法）を知らないため、機械
⼯法実施のための最適な重機を知らない（対応する機械がわからない）
機械様式が一様（⽐較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる
機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られていることが多い
市場に出回っている専⽤機械の台数が不明（⼿配可能数が不明）
機械に関する知識が⾜りない
大規模なプラントが必要というイメージがある
均一な改質が必要とあるが、何をもって均一な改質となるのか
基準がわからない ································
機械の⾯倒が⾒られない（知識・人員・能⼒の不⾜）
熟練技術者を配置できない
現場が狭く、追加機械の使⽤を避けたい
現場条件に⾒合った機械がない
機械の改善や⼯夫を適⽤するための予算がない
機械業者に現場適⽤に⾒合う改善・⼯夫・開発の意識が薄い

①リサイクル技術（⽅法）を知らないため、機械
実施のための最適な重機を知らない（対応する機械がわからない）
較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られ
ていることが多い）／人-機械④市場に出回っている専⽤機械の台数が不明（⼿配可能数が不明）

⑤機械に関する知識が⾜りない
を計画するにあたっては、

に対する検討、

引では、泥土の分類と求められる要求品質に応じた処理方法をフロー図にして紹介するととも

に、安定処理、スラリー化安定処理、脱水処理、乾燥処理、粒度調整、高度安定処理等の処理

技術について詳細に解説をしています。

」 第 2章 

泥土リサイクル 

） 

リサイクル技術（⽅法）を知らないため、機械
⼯法実施のための最適な重機を知らない（対応する機械がわからない）
機械様式が一様（⽐較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる
機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られていることが多い
市場に出回っている専⽤機械の台数が不明（⼿配可能数が不明）
機械に関する知識が⾜りない ································
大規模なプラントが必要というイメージがある
均一な改質が必要とあるが、何をもって均一な改質となるのか

································
機械の⾯倒が⾒られない（知識・人員・能⼒の不⾜）
熟練技術者を配置できない ································
現場が狭く、追加機械の使⽤を避けたい
現場条件に⾒合った機械がない 
機械の改善や⼯夫を適⽤するための予算がない
機械業者に現場適⽤に⾒合う改善・⼯夫・開発の意識が薄い

①リサイクル技術（⽅法）を知らないため、機械
実施のための最適な重機を知らない（対応する機械がわからない）
較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られ

④市場に出回っている専⽤機械の台数が不明（⼿配可能数が不明）
⑤機械に関する知識が⾜りない／人

にあたっては、①

に対する検討、④品質確保ができる確実な

引では、泥土の分類と求められる要求品質に応じた処理方法をフロー図にして紹介するととも

に、安定処理、スラリー化安定処理、脱水処理、乾燥処理、粒度調整、高度安定処理等の処理

しています。

 技術編 p.36~67

 

リサイクル技術（⽅法）を知らないため、機械
⼯法実施のための最適な重機を知らない（対応する機械がわからない）
機械様式が一様（⽐較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる
機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られていることが多い
市場に出回っている専⽤機械の台数が不明（⼿配可能数が不明）

································
大規模なプラントが必要というイメージがある ································
均一な改質が必要とあるが、何をもって均一な改質となるのか

································
機械の⾯倒が⾒られない（知識・人員・能⼒の不⾜）

································
現場が狭く、追加機械の使⽤を避けたい ································

 ································
機械の改善や⼯夫を適⽤するための予算がない
機械業者に現場適⽤に⾒合う改善・⼯夫・開発の意識が薄い

①リサイクル技術（⽅法）を知らないため、機械検討
実施のための最適な重機を知らない（対応する機械がわからない）
較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られ

④市場に出回っている専⽤機械の台数が不明（⼿配可能数が不明）
人-機械⑥大規模なプラントが必要というイメージがある
①泥土性状の把握、②

④品質確保ができる確実な

引では、泥土の分類と求められる要求品質に応じた処理方法をフロー図にして紹介するととも

に、安定処理、スラリー化安定処理、脱水処理、乾燥処理、粒度調整、高度安定処理等の処理

しています。 

p.36~67 

リサイクル技術（⽅法）を知らないため、機械検討に関する発想に⾄らない
⼯法実施のための最適な重機を知らない（対応する機械がわからない）
機械様式が一様（⽐較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる
機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られていることが多い
市場に出回っている専⽤機械の台数が不明（⼿配可能数が不明）

·····················································
································

均一な改質が必要とあるが、何をもって均一な改質となるのか
································································

機械の⾯倒が⾒られない（知識・人員・能⼒の不⾜） ·······················
······················································

································
································

機械の改善や⼯夫を適⽤するための予算がない ·······························
機械業者に現場適⽤に⾒合う改善・⼯夫・開発の意識が薄い

検討に関する発想に⾄らない
実施のための最適な重機を知らない（対応する機械がわからない）／人
較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られ

④市場に出回っている専⽤機械の台数が不明（⼿配可能数が不明）
⑥大規模なプラントが必要というイメージがある

の把握、②用途に応じた要求品質

④品質確保ができる確実な処理方法

引では、泥土の分類と求められる要求品質に応じた処理方法をフロー図にして紹介するととも

に、安定処理、スラリー化安定処理、脱水処理、乾燥処理、粒度調整、高度安定処理等の処理

に関する発想に⾄らない
⼯法実施のための最適な重機を知らない（対応する機械がわからない）
機械様式が一様（⽐較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる
機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られていることが多い） ·············
市場に出回っている専⽤機械の台数が不明（⼿配可能数が不明） ········

·····················
································

均一な改質が必要とあるが、何をもって均一な改質となるのか 
································

·······················
······················

········································
·················································

·······························
機械業者に現場適⽤に⾒合う改善・⼯夫・開発の意識が薄い ···············

に関する発想に⾄らない
人-機械③機械様式が一様（⽐

較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られ
④市場に出回っている専⽤機械の台数が不明（⼿配可能数が不明）

⑥大規模なプラントが必要というイメージがある
用途に応じた要求品質

処理方法の選定が重要です。泥土手

引では、泥土の分類と求められる要求品質に応じた処理方法をフロー図にして紹介するととも

に、安定処理、スラリー化安定処理、脱水処理、乾燥処理、粒度調整、高度安定処理等の処理

に関する発想に⾄らない · 【p.6_解説
⼯法実施のための最適な重機を知らない（対応する機械がわからない） ··· 【p.6_解説
機械様式が一様（⽐較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる 

············· 【p.6_解説
········ 【p.6_解説

····················· 【p.6_解説
····································· 【p.6_解説

·································· 【p.8_解説
······················· 【p.8_解説
······················ 【p.8_解説

········ 【p.9_解説
················· 【p.9_解説

······························· 【p.9_解説
··············· 【p.9_解説

に関する発想に⾄らない／人-機械
③機械様式が一様（⽐

較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られ
④市場に出回っている専⽤機械の台数が不明（⼿配可能数が不明）

⑥大規模なプラントが必要というイメージがある
用途に応じた要求品質の

選定が重要です。泥土手

引では、泥土の分類と求められる要求品質に応じた処理方法をフロー図にして紹介するととも

に、安定処理、スラリー化安定処理、脱水処理、乾燥処理、粒度調整、高度安定処理等の処理

解説 08】 
解説 08】

解説 08】 
解説 08】 
解説 08】 
解説 08】 

解説 09】 
解説 10】 
解説 10】 
解説 11】 
解説 11】 
解説 12】 
解説 12】 

械②⼯法
③機械様式が一様（⽐

較的大型が多く）で、多岐にわたる施⼯条件に適⽤できる機械（⽅法）が少ない（選定機械が限られ
④市場に出回っている専⽤機械の台数が不明（⼿配可能数が不明）／

⑥大規模なプラントが必要というイメージがある 
の明確化、

選定が重要です。泥土手

引では、泥土の分類と求められる要求品質に応じた処理方法をフロー図にして紹介するととも

に、安定処理、スラリー化安定処理、脱水処理、乾燥処理、粒度調整、高度安定処理等の処理
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7 そこが知りたい泥土リサイクル 

 

泥土処理における設計施工フローの例 

 

※１

※２

泥土・泥水

①土壌汚染
の有無 処理不可

②建設汚泥
or発生土 ③建設汚泥④発生土

⑥中間処理委託

⑦再生利用

⑩工法の選定⑨施工環境 ⑧施工規模

⑬前処理工
の選定

⑫土質性状
－１

⑪異物混入
の有無

⑯固化材
の選定

⑮土質性状
－２

⑭要求品質

⑱設計
⑰形式検査

（室内配合試験）

⑳積算⑲運搬距離

有

無

・土地の履歴

・土壌環境基準26項目（農地では銅を追加）

・含有基準9項目

・高圧噴射攪拌系

・連続地中壁排泥

・アンカー工事排泥

・基礎杭工事排泥

・泥土圧シールド工事排泥

・その他（ため池の浚渫土）

・港湾、河川浚渫土

・湖沼の浚渫土（産業廃棄物とする

自治体が多くなっている）

・その他

・法令に則り適正処理

・マニフェスト

プラントの設置スペース、架空線等の障害物の有無、条例などの環

境規制、交通規制の有無、施工時間制約の有無、貯泥設備設置ス

ペース、処理土の仮置き場所

全体処理量（m3／日）,一日最大発生量（m3／日）,一日当り平均処理量（m3／日）,時

間当り最大処理量（m3／hr）

石,木材など
40mm以上の礫

【前処理工】

１．ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄによるふるい分け

２．分級装置によるふるい分け

（ﾄﾛﾝﾒﾙｽｸﾘｰﾝ）

３．固液分離※１による含水比低減

４．自硬性汚泥の場合、調泥※２が必要

（硬化により塊状になる）

含水比（％）,ブリーディング率（砂・シルト・粘土）,フロー値・スランプ（流動

性）

自硬性・非自硬性

改質目標強度、pH、強度発現までの経過時間等、

その他土質的要求事項

有機質、無機質、強熱減量、混和剤などの混入の有無

固化材、資機材等

事
前
確
認

設
計

・土壌環境基準26項目（農地では銅を追加）
・含有基準8項目
・固化材及び高分子凝集剤添加量

①貯泥

②調泥

③フロー値、含水比測定
固化材添加量選定

④泥土投入

⑤高分子凝集剤投入

⑥連続ミキサーで混練

⑦固化材投入

⑧連続ミキサーで混練

⑨ベルコンで搬出

⑩仮置き

⑫搬出

⑬盛土・埋戻し

⑪受渡検査
（環境安全品質）

・土壌環境基準26項目（農地では銅を追加）
・含有基準8項目

混合攪拌工程
施
工

発生した泥土に混入しているゴミ等を分級（除去）したものをピットに貯

留して固液分離を行う。（固液分離は含水比の程度に応じて実施）

沈澱した泥土を再攪拌してスラリー状にする。（混練の均質化を図る）

調泥した泥土を、バックホウ等により泥土定量供給装置に投入する。

特殊連続ミキサー内を搬送されている泥土に、高分子凝集剤と固化材を添加する。

移動翼と攪拌翼を兼ね備えたスクリューコンベヤにより、泥土と固化材等を混合攪拌しながら搬送

する。

装置端末に備え付けたベルコンから排出された処理土をバックホウ等でダ

ンプトラックに積み込み、使用場所に運搬する。

コンシステンシーとしてフロー値あるいはスランプ及び含水比・密度を測定

(原泥性状)し、予め行った配合試験結果より固化材の添加量を選定する

④盛土・埋戻し等の
利用用途がある

有

無

・建設汚泥リサイクル伝票

・再生資源利用（促進）計画書

・建設汚泥再生利用計画書

・不純物の混入の有無

・無機性の確認

・悪臭の有無
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8 そこが知りたい

【解説
人-機

処理土は利用用途に応じた品質基準を満足することが必要です。

ついては

て」において『

理工程の管理がなされていること等を確認する必要があ

これらについて、

弊会発刊の

●「

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説
人-機
ない 
 弊会が推奨する泥土処理技術においては、機械を保有する専門業者

配属するため、現場における知識や人員・能力不足による負担を軽減することができます。

 

 

  人（MEN

そこが知りたい泥土リサイクル

解説 09】 

機械⑦均一な改質が必要とあるが、何をもって均一な改質となるのか基準がわからない
処理土は利用用途に応じた品質基準を満足することが必要です。

ついては“物”の性状判断が

において『品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処

理工程の管理がなされていること等を確認する必要があ

これらについて、

弊会発刊の「泥リ協の読み方

●「泥リ協の読み方

解説 10】 

機械⑧機械の⾯倒が⾒られない（知識・人員・能⼒の不⾜）／人
 

弊会が推奨する泥土処理技術においては、機械を保有する専門業者

配属するため、現場における知識や人員・能力不足による負担を軽減することができます。

MEN） 

泥土リサイクル

⑦均一な改質が必要とあるが、何をもって均一な改質となるのか基準がわからない
処理土は利用用途に応じた品質基準を満足することが必要です。

の性状判断が

品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処

理工程の管理がなされていること等を確認する必要があ

これらについて、「泥土手引

泥リ協の読み方

泥リ協の読み方」 

⑧機械の⾯倒が⾒られない（知識・人員・能⼒の不⾜）／人

弊会が推奨する泥土処理技術においては、機械を保有する専門業者

配属するため、現場における知識や人員・能力不足による負担を軽減することができます。

泥土リサイクル 

⑦均一な改質が必要とあるが、何をもって均一な改質となるのか基準がわからない
処理土は利用用途に応じた品質基準を満足することが必要です。

の性状判断が重要であり、

品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処

理工程の管理がなされていること等を確認する必要があ

泥土手引」の“要求品質の設定（

泥リ協の読み方」にも詳細に

解説書記載内容の例

⑧機械の⾯倒が⾒られない（知識・人員・能⼒の不⾜）／人

弊会が推奨する泥土処理技術においては、機械を保有する専門業者

配属するため、現場における知識や人員・能力不足による負担を軽減することができます。

 

⑦均一な改質が必要とあるが、何をもって均一な改質となるのか基準がわからない
処理土は利用用途に応じた品質基準を満足することが必要です。

であり、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針につい

品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処

理工程の管理がなされていること等を確認する必要があ

の“要求品質の設定（

にも詳細に解説しています。

解説書記載内容の例

 

⑧機械の⾯倒が⾒られない（知識・人員・能⼒の不⾜）／人

弊会が推奨する泥土処理技術においては、機械を保有する専門業者

配属するため、現場における知識や人員・能力不足による負担を軽減することができます。

⑦均一な改質が必要とあるが、何をもって均一な改質となるのか基準がわからない
処理土は利用用途に応じた品質基準を満足することが必要です。

「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針につい

品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処

理工程の管理がなされていること等を確認する必要がある』と記載されています

の“要求品質の設定（p.74～77）”に詳細に解説するとともに、

しています。 

解説書記載内容の例 

⑧機械の⾯倒が⾒られない（知識・人員・能⼒の不⾜）／人

弊会が推奨する泥土処理技術においては、機械を保有する専門業者

配属するため、現場における知識や人員・能力不足による負担を軽減することができます。

⑦均一な改質が必要とあるが、何をもって均一な改質となるのか基準がわからない
処理土は利用用途に応じた品質基準を満足することが必要です。さらに、建設汚泥処理物に

「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針につい

品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処

る』と記載されています

）”に詳細に解説するとともに、

 

⑧機械の⾯倒が⾒られない（知識・人員・能⼒の不⾜）／人-機械⑨熟練技術者を配置でき

弊会が推奨する泥土処理技術においては、機械を保有する専門業者が専門の

配属するため、現場における知識や人員・能力不足による負担を軽減することができます。

⑦均一な改質が必要とあるが、何をもって均一な改質となるのか基準がわからない 
、建設汚泥処理物に

「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針につい

品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処

る』と記載されています。弊会では、

）”に詳細に解説するとともに、

 

⑨熟練技術者を配置でき

専門のオペレーターを

配属するため、現場における知識や人員・能力不足による負担を軽減することができます。

、建設汚泥処理物に

「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針につい

品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処

。弊会では、

）”に詳細に解説するとともに、

 

⑨熟練技術者を配置でき

オペレーターを

配属するため、現場における知識や人員・能力不足による負担を軽減することができます。 



 

【解説
人-機

泥土リサイクルを適正に行うためには、事前に泥土性状や利用目的を明確にし

求品質等を確保するための施工方法を選定する

ス等の制約

周辺環境や現場の広さ等の現場条件に見合った

 

 

【解説
人-機
改善・⼯夫・開発の意識が薄い

泥土

必要ですが、自社でそれらを行うには時間と労力を要します。弊会

おいては、すでに実績やノウハウ

す。 

 

解説 11】 

機械⑩現場が狭く、追加機械の使⽤を避けたい／人
泥土リサイクルを適正に行うためには、事前に泥土性状や利用目的を明確にし

求品質等を確保するための施工方法を選定する

ス等の制約条件を

周辺環境や現場の広さ等の現場条件に見合った

泥土処理施工方法の選定フローの例

解説 12】 

機械⑫機械の改善や⼯夫を適⽤するための予算がない／人
改善・⼯夫・開発の意識が薄い

泥土をリサイクルするために、

必要ですが、自社でそれらを行うには時間と労力を要します。弊会

おいては、すでに実績やノウハウ

 

⑩現場が狭く、追加機械の使⽤を避けたい／人
泥土リサイクルを適正に行うためには、事前に泥土性状や利用目的を明確にし

求品質等を確保するための施工方法を選定する

条件を加味したリサイクル

周辺環境や現場の広さ等の現場条件に見合った

泥土処理施工方法の選定フローの例

⑫機械の改善や⼯夫を適⽤するための予算がない／人
改善・⼯夫・開発の意識が薄い

リサイクルするために、

必要ですが、自社でそれらを行うには時間と労力を要します。弊会

おいては、すでに実績やノウハウ

⑩現場が狭く、追加機械の使⽤を避けたい／人
泥土リサイクルを適正に行うためには、事前に泥土性状や利用目的を明確にし

求品質等を確保するための施工方法を選定する

リサイクルの

周辺環境や現場の広さ等の現場条件に見合った

泥土処理施工方法の選定フローの例

⑫機械の改善や⼯夫を適⽤するための予算がない／人
改善・⼯夫・開発の意識が薄い 

リサイクルするために、機械の改善や工夫・開発をするには、コストや時間、知識が

必要ですが、自社でそれらを行うには時間と労力を要します。弊会

おいては、すでに実績やノウハウを蓄積しており、

 

⑩現場が狭く、追加機械の使⽤を避けたい／人-
泥土リサイクルを適正に行うためには、事前に泥土性状や利用目的を明確にし

求品質等を確保するための施工方法を選定する必要があり

の設計・施工計画

周辺環境や現場の広さ等の現場条件に見合った設計・

泥土処理施工方法の選定フローの例（「泥土手引」より抜粋）

⑫機械の改善や⼯夫を適⽤するための予算がない／人

機械の改善や工夫・開発をするには、コストや時間、知識が

必要ですが、自社でそれらを行うには時間と労力を要します。弊会

を蓄積しており、

そこが知りたい

-機械⑪現場条件に⾒合った機械がない
泥土リサイクルを適正に行うためには、事前に泥土性状や利用目的を明確にし

必要があります。また

・施工計画をしなければなりません。弊会では、

設計・施工をご

（「泥土手引」より抜粋）

⑫機械の改善や⼯夫を適⽤するための予算がない／人-機械

機械の改善や工夫・開発をするには、コストや時間、知識が

必要ですが、自社でそれらを行うには時間と労力を要します。弊会

を蓄積しており、現場のニーズに応じた技術力

第 1

そこが知りたい

⑪現場条件に⾒合った機械がない
泥土リサイクルを適正に行うためには、事前に泥土性状や利用目的を明確にし

ます。また、施工工程や

をしなければなりません。弊会では、

ご提案しています。

（「泥土手引」より抜粋）

械⑬機械業者に現場適⽤に⾒合う

機械の改善や工夫・開発をするには、コストや時間、知識が

必要ですが、自社でそれらを行うには時間と労力を要します。弊会が推奨する専門施工会社

現場のニーズに応じた技術力

第 1 章  人（

そこが知りたい泥土リサイクル

⑪現場条件に⾒合った機械がない
泥土リサイクルを適正に行うためには、事前に泥土性状や利用目的を明確にしたうえで

施工工程や現場

をしなければなりません。弊会では、

提案しています。 

（「泥土手引」より抜粋） 

⑬機械業者に現場適⽤に⾒合う

機械の改善や工夫・開発をするには、コストや時間、知識が

が推奨する専門施工会社

現場のニーズに応じた技術力を有していま

人（MEN）  

泥土リサイクル 

⑪現場条件に⾒合った機械がない 
たうえで、要

現場スペー

をしなければなりません。弊会では、

 

⑬機械業者に現場適⽤に⾒合う

機械の改善や工夫・開発をするには、コストや時間、知識が

が推奨する専門施工会社に

していま
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2.5 

⽅法-⾦①

⽅法-⾦②

⽅法-⾦③
⽅法-⾦④
⽅法-⾦⑤
⽅法-⾦⑥

   

【解説
⽅法-⾦①特殊な⼯法の場合、機械・材料等の調達先が限られ、競争原理が働かないため価格が下がら
ない 
 弊会は資源循環型社会の創造を目指して、建設廃棄物の持つ固有の性状を見極め、適切な選

別方法を検討し、また合わせて石炭灰、製紙焼却灰、廃石膏ボード等の産業副産物を有効利用

することで、最適な資源化技術やリサイクルをご提案しております。

 ここで

用方法であり、決してコストが最優先ではありませんが、産業廃棄物として処理するよりは、

コスト低減となるものです。

 そのため類似技術との競争においては

スト低減に鋭意努力しております

ト低減は、施工管理

おりません

 

【解説
⽅法-⾦②コストの⾼い技術でなくても、建設汚泥にセメント等を混ぜて強度が確保できれば
 環境省の「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について（平成

『このような品質を安定的かつ継続的に満足させるために必要な処理技術が採用され、かつ処

理工程の管理がなされていること等を確認する必要がある

きれば

という結果ではなく、その処理過程を踏まえて適正に処理されたものであれば、

よる処理でも問題はありません。しかし、

に混合撹拌することは難しく、処理土の一部において品質が担保できず

たものも含め全て不良品と見なされ、産業廃棄物として処分させられた事例もあります。

ため、弊会では泥土処理専用機で処理をすることを推奨しています

 

 

 

 金（MONEY

⾦① 特殊な⼯法の場合、機械・材料等の調達先が限られ、
価格が下がらない

⾦② コストの⾼い技術でなくても、建設汚泥にセメント等を混ぜて
  ································

⾦③ リサイクルよりも中間処理業者に委託した⽅が廉価な場合がある
⾦④ 外部搬出した⽅が、他⼯種の⼯程に有利に働く
⾦⑤ コストダウンの場合、⼯事費削減となるリスクがある
⾦⑥ コストアップの場合、設計変更協議が必要で、認められないリスクがある

解説 59】 

⾦①特殊な⼯法の場合、機械・材料等の調達先が限られ、競争原理が働かないため価格が下がら
 

弊会は資源循環型社会の創造を目指して、建設廃棄物の持つ固有の性状を見極め、適切な選

別方法を検討し、また合わせて石炭灰、製紙焼却灰、廃石膏ボード等の産業副産物を有効利用

することで、最適な資源化技術やリサイクルをご提案しております。

ここで言う最適なご提案とは、環境安全性が確保され、そして品質が安定した資源の有効利

用方法であり、決してコストが最優先ではありませんが、産業廃棄物として処理するよりは、

コスト低減となるものです。

そのため類似技術との競争においては

スト低減に鋭意努力しております

ト低減は、施工管理

おりません。処理価格の査定にはご思慮いただければ

解説 60】 

⾦②コストの⾼い技術でなくても、建設汚泥にセメント等を混ぜて強度が確保できれば
環境省の「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について（平成

このような品質を安定的かつ継続的に満足させるために必要な処理技術が採用され、かつ処

理工程の管理がなされていること等を確認する必要がある

きれば良いのでなく、その処理工程がしっかり管理されている

という結果ではなく、その処理過程を踏まえて適正に処理されたものであれば、

よる処理でも問題はありません。しかし、

に混合撹拌することは難しく、処理土の一部において品質が担保できず

たものも含め全て不良品と見なされ、産業廃棄物として処分させられた事例もあります。

ため、弊会では泥土処理専用機で処理をすることを推奨しています

ONEY） 

特殊な⼯法の場合、機械・材料等の調達先が限られ、
価格が下がらない ································
コストの⾼い技術でなくても、建設汚泥にセメント等を混ぜて

································
リサイクルよりも中間処理業者に委託した⽅が廉価な場合がある
外部搬出した⽅が、他⼯種の⼯程に有利に働く
コストダウンの場合、⼯事費削減となるリスクがある
コストアップの場合、設計変更協議が必要で、認められないリスクがある

⾦①特殊な⼯法の場合、機械・材料等の調達先が限られ、競争原理が働かないため価格が下がら

弊会は資源循環型社会の創造を目指して、建設廃棄物の持つ固有の性状を見極め、適切な選

別方法を検討し、また合わせて石炭灰、製紙焼却灰、廃石膏ボード等の産業副産物を有効利用

することで、最適な資源化技術やリサイクルをご提案しております。

最適なご提案とは、環境安全性が確保され、そして品質が安定した資源の有効利

用方法であり、決してコストが最優先ではありませんが、産業廃棄物として処理するよりは、

コスト低減となるものです。

そのため類似技術との競争においては

スト低減に鋭意努力しております

ト低減は、施工管理ならびに

処理価格の査定にはご思慮いただければ

⾦②コストの⾼い技術でなくても、建設汚泥にセメント等を混ぜて強度が確保できれば
環境省の「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について（平成

このような品質を安定的かつ継続的に満足させるために必要な処理技術が採用され、かつ処

理工程の管理がなされていること等を確認する必要がある

のでなく、その処理工程がしっかり管理されている

という結果ではなく、その処理過程を踏まえて適正に処理されたものであれば、

よる処理でも問題はありません。しかし、

に混合撹拌することは難しく、処理土の一部において品質が担保できず

たものも含め全て不良品と見なされ、産業廃棄物として処分させられた事例もあります。

ため、弊会では泥土処理専用機で処理をすることを推奨しています

特殊な⼯法の場合、機械・材料等の調達先が限られ、
································

コストの⾼い技術でなくても、建設汚泥にセメント等を混ぜて
································································

リサイクルよりも中間処理業者に委託した⽅が廉価な場合がある
外部搬出した⽅が、他⼯種の⼯程に有利に働く
コストダウンの場合、⼯事費削減となるリスクがある
コストアップの場合、設計変更協議が必要で、認められないリスクがある

⾦①特殊な⼯法の場合、機械・材料等の調達先が限られ、競争原理が働かないため価格が下がら

弊会は資源循環型社会の創造を目指して、建設廃棄物の持つ固有の性状を見極め、適切な選

別方法を検討し、また合わせて石炭灰、製紙焼却灰、廃石膏ボード等の産業副産物を有効利用

することで、最適な資源化技術やリサイクルをご提案しております。

最適なご提案とは、環境安全性が確保され、そして品質が安定した資源の有効利

用方法であり、決してコストが最優先ではありませんが、産業廃棄物として処理するよりは、

コスト低減となるものです。 

そのため類似技術との競争においては

スト低減に鋭意努力しております。しかし、

ならびに品質管理に影響を及ぼし、不適切な処理に繋がりますので行って

処理価格の査定にはご思慮いただければ

⾦②コストの⾼い技術でなくても、建設汚泥にセメント等を混ぜて強度が確保できれば
環境省の「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について（平成

このような品質を安定的かつ継続的に満足させるために必要な処理技術が採用され、かつ処

理工程の管理がなされていること等を確認する必要がある

のでなく、その処理工程がしっかり管理されている

という結果ではなく、その処理過程を踏まえて適正に処理されたものであれば、

よる処理でも問題はありません。しかし、

に混合撹拌することは難しく、処理土の一部において品質が担保できず

たものも含め全て不良品と見なされ、産業廃棄物として処分させられた事例もあります。

ため、弊会では泥土処理専用機で処理をすることを推奨しています

 

特殊な⼯法の場合、機械・材料等の調達先が限られ、
································

コストの⾼い技術でなくても、建設汚泥にセメント等を混ぜて
································

リサイクルよりも中間処理業者に委託した⽅が廉価な場合がある
外部搬出した⽅が、他⼯種の⼯程に有利に働く
コストダウンの場合、⼯事費削減となるリスクがある
コストアップの場合、設計変更協議が必要で、認められないリスクがある

⾦①特殊な⼯法の場合、機械・材料等の調達先が限られ、競争原理が働かないため価格が下がら

弊会は資源循環型社会の創造を目指して、建設廃棄物の持つ固有の性状を見極め、適切な選

別方法を検討し、また合わせて石炭灰、製紙焼却灰、廃石膏ボード等の産業副産物を有効利用

することで、最適な資源化技術やリサイクルをご提案しております。

最適なご提案とは、環境安全性が確保され、そして品質が安定した資源の有効利

用方法であり、決してコストが最優先ではありませんが、産業廃棄物として処理するよりは、

そのため類似技術との競争においては、技術革新や会員企業間のアライアンス構築によるコ

。しかし、処理コストの単純比較による経費カットでのコス

品質管理に影響を及ぼし、不適切な処理に繋がりますので行って

処理価格の査定にはご思慮いただければ

⾦②コストの⾼い技術でなくても、建設汚泥にセメント等を混ぜて強度が確保できれば
環境省の「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について（平成

このような品質を安定的かつ継続的に満足させるために必要な処理技術が採用され、かつ処

理工程の管理がなされていること等を確認する必要がある

のでなく、その処理工程がしっかり管理されている

という結果ではなく、その処理過程を踏まえて適正に処理されたものであれば、

よる処理でも問題はありません。しかし、バックホウ

に混合撹拌することは難しく、処理土の一部において品質が担保できず

たものも含め全て不良品と見なされ、産業廃棄物として処分させられた事例もあります。

ため、弊会では泥土処理専用機で処理をすることを推奨しています

そこが知りたい

特殊な⼯法の場合、機械・材料等の調達先が限られ、競争原理が働かないため
································································

コストの⾼い技術でなくても、建設汚泥にセメント等を混ぜて
································

リサイクルよりも中間処理業者に委託した⽅が廉価な場合がある
外部搬出した⽅が、他⼯種の⼯程に有利に働く ······························
コストダウンの場合、⼯事費削減となるリスクがある ·····························
コストアップの場合、設計変更協議が必要で、認められないリスクがある

⾦①特殊な⼯法の場合、機械・材料等の調達先が限られ、競争原理が働かないため価格が下がら

弊会は資源循環型社会の創造を目指して、建設廃棄物の持つ固有の性状を見極め、適切な選

別方法を検討し、また合わせて石炭灰、製紙焼却灰、廃石膏ボード等の産業副産物を有効利用

することで、最適な資源化技術やリサイクルをご提案しております。

最適なご提案とは、環境安全性が確保され、そして品質が安定した資源の有効利

用方法であり、決してコストが最優先ではありませんが、産業廃棄物として処理するよりは、

技術革新や会員企業間のアライアンス構築によるコ

処理コストの単純比較による経費カットでのコス

品質管理に影響を及ぼし、不適切な処理に繋がりますので行って

処理価格の査定にはご思慮いただければ幸いです。

⾦②コストの⾼い技術でなくても、建設汚泥にセメント等を混ぜて強度が確保できれば
環境省の「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について（平成

このような品質を安定的かつ継続的に満足させるために必要な処理技術が採用され、かつ処

理工程の管理がなされていること等を確認する必要がある』と記載

のでなく、その処理工程がしっかり管理されていること

という結果ではなく、その処理過程を踏まえて適正に処理されたものであれば、

バックホウで大量に処理する場合においては、均一

に混合撹拌することは難しく、処理土の一部において品質が担保できず

たものも含め全て不良品と見なされ、産業廃棄物として処分させられた事例もあります。

ため、弊会では泥土処理専用機で処理をすることを推奨しています
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そこが知りたい

競争原理が働かないため
································

コストの⾼い技術でなくても、建設汚泥にセメント等を混ぜて強度が確保できれば良い
···················································

リサイクルよりも中間処理業者に委託した⽅が廉価な場合がある·············
······························
·····························

コストアップの場合、設計変更協議が必要で、認められないリスクがある ······

⾦①特殊な⼯法の場合、機械・材料等の調達先が限られ、競争原理が働かないため価格が下がら

弊会は資源循環型社会の創造を目指して、建設廃棄物の持つ固有の性状を見極め、適切な選

別方法を検討し、また合わせて石炭灰、製紙焼却灰、廃石膏ボード等の産業副産物を有効利用

することで、最適な資源化技術やリサイクルをご提案しております。 

最適なご提案とは、環境安全性が確保され、そして品質が安定した資源の有効利

用方法であり、決してコストが最優先ではありませんが、産業廃棄物として処理するよりは、

技術革新や会員企業間のアライアンス構築によるコ

処理コストの単純比較による経費カットでのコス

品質管理に影響を及ぼし、不適切な処理に繋がりますので行って

。 

⾦②コストの⾼い技術でなくても、建設汚泥にセメント等を混ぜて強度が確保できれば
環境省の「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について（平成 17 年

このような品質を安定的かつ継続的に満足させるために必要な処理技術が採用され、かつ処

記載されており、強度が担保で

ことが重視されます。強度担保

という結果ではなく、その処理過程を踏まえて適正に処理されたものであれば、

で大量に処理する場合においては、均一

に混合撹拌することは難しく、処理土の一部において品質が担保できずに、それまでの処理し

たものも含め全て不良品と見なされ、産業廃棄物として処分させられた事例もあります。

ため、弊会では泥土処理専用機で処理をすることを推奨しています（【解説

  方法（METHOD

そこが知りたい泥土リサイクル

競争原理が働かないため 
································· 【p.39_解説

強度が確保できれば良い
··················· 【p.39_解説

············· 【p.40_解説
······························ 【p.40_解説
····························· 【p.40_解説

······ 【p.40_解説

⾦①特殊な⼯法の場合、機械・材料等の調達先が限られ、競争原理が働かないため価格が下がら

弊会は資源循環型社会の創造を目指して、建設廃棄物の持つ固有の性状を見極め、適切な選

別方法を検討し、また合わせて石炭灰、製紙焼却灰、廃石膏ボード等の産業副産物を有効利用

最適なご提案とは、環境安全性が確保され、そして品質が安定した資源の有効利

用方法であり、決してコストが最優先ではありませんが、産業廃棄物として処理するよりは、

技術革新や会員企業間のアライアンス構築によるコ

処理コストの単純比較による経費カットでのコス

品質管理に影響を及ぼし、不適切な処理に繋がりますので行って

⾦②コストの⾼い技術でなくても、建設汚泥にセメント等を混ぜて強度が確保できれば良い 
年 7 月 25 日）」には、

このような品質を安定的かつ継続的に満足させるために必要な処理技術が採用され、かつ処

されており、強度が担保で

が重視されます。強度担保

という結果ではなく、その処理過程を踏まえて適正に処理されたものであれば、バック

で大量に処理する場合においては、均一

、それまでの処理し

たものも含め全て不良品と見なされ、産業廃棄物として処分させられた事例もあります。

解説 58】参照）

METHOD） 

泥土リサイクル 

解説 59】 
強度が確保できれば良い 

解説 60】 
解説 61】 
解説 61】 
解説 62】 
解説 62】 

⾦①特殊な⼯法の場合、機械・材料等の調達先が限られ、競争原理が働かないため価格が下がら

弊会は資源循環型社会の創造を目指して、建設廃棄物の持つ固有の性状を見極め、適切な選

別方法を検討し、また合わせて石炭灰、製紙焼却灰、廃石膏ボード等の産業副産物を有効利用

最適なご提案とは、環境安全性が確保され、そして品質が安定した資源の有効利

用方法であり、決してコストが最優先ではありませんが、産業廃棄物として処理するよりは、

技術革新や会員企業間のアライアンス構築によるコ

処理コストの単純比較による経費カットでのコス

品質管理に影響を及ぼし、不適切な処理に繋がりますので行って

 
日）」には、

このような品質を安定的かつ継続的に満足させるために必要な処理技術が採用され、かつ処

されており、強度が担保で

が重視されます。強度担保

バックホウに

で大量に処理する場合においては、均一

、それまでの処理し

たものも含め全て不良品と見なされ、産業廃棄物として処分させられた事例もあります。その

】参照）。 

39 



40
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40 そこが知りたい

【解説
⽅法-⾦③リサイクルよりも中間処理業者に委託した⽅が廉価な場合がある／⽅
が、他⼯種の⼯程に有利に働く
 一部の地域を除き、ほとんどの地域ではリサイクルよりも中間処理業者に委託した方が廉価

となっています。しかし、中間処理業者に委託した後の泥土がどのように処理されているかご

存じですか。

れていますが、委託後のトレーサビリティが確認できて

す。万が一中間処理業者の不適切な処理が発覚すれば、排出事業者責任が問われ、

はとても大きくなります

 

【解説
⽅法-⾦⑤コストダウンの場合、⼯事費削減となるリスクがある／⽅
協議が必要で、認められないリスクがある

  産廃処理からリサイクルに変更する場合、設計変更協議が必要となりますが、現場では人手

や時間等の不足により対応が困難な場合があります。弊会では、設計変更に必要となる検討書

や積算等の作成も支援しておりますので、お気軽にお問い合わせください

説 39

 

 

  方法（METHOD

そこが知りたい泥土リサイクル

解説 61】 

⾦③リサイクルよりも中間処理業者に委託した⽅が廉価な場合がある／⽅
が、他⼯種の⼯程に有利に働く

一部の地域を除き、ほとんどの地域ではリサイクルよりも中間処理業者に委託した方が廉価

となっています。しかし、中間処理業者に委託した後の泥土がどのように処理されているかご

存じですか。現場技術者

れていますが、委託後のトレーサビリティが確認できて

す。万が一中間処理業者の不適切な処理が発覚すれば、排出事業者責任が問われ、

はとても大きくなります

解説 62】 

⾦⑤コストダウンの場合、⼯事費削減となるリスクがある／⽅
協議が必要で、認められないリスクがある

産廃処理からリサイクルに変更する場合、設計変更協議が必要となりますが、現場では人手

や時間等の不足により対応が困難な場合があります。弊会では、設計変更に必要となる検討書

や積算等の作成も支援しておりますので、お気軽にお問い合わせください

39】参照）。 

METHOD） 

泥土リサイクル

⾦③リサイクルよりも中間処理業者に委託した⽅が廉価な場合がある／⽅
が、他⼯種の⼯程に有利に働く 

一部の地域を除き、ほとんどの地域ではリサイクルよりも中間処理業者に委託した方が廉価

となっています。しかし、中間処理業者に委託した後の泥土がどのように処理されているかご

現場技術者によって

れていますが、委託後のトレーサビリティが確認できて

す。万が一中間処理業者の不適切な処理が発覚すれば、排出事業者責任が問われ、

はとても大きくなります（【解説

⾦⑤コストダウンの場合、⼯事費削減となるリスクがある／⽅
協議が必要で、認められないリスクがある

産廃処理からリサイクルに変更する場合、設計変更協議が必要となりますが、現場では人手

や時間等の不足により対応が困難な場合があります。弊会では、設計変更に必要となる検討書

や積算等の作成も支援しておりますので、お気軽にお問い合わせください

 

中間処理委託から再生利用に設計変更した事案

 

泥土リサイクル 

⾦③リサイクルよりも中間処理業者に委託した⽅が廉価な場合がある／⽅
 

一部の地域を除き、ほとんどの地域ではリサイクルよりも中間処理業者に委託した方が廉価

となっています。しかし、中間処理業者に委託した後の泥土がどのように処理されているかご

によっては、中間処理業者に委託すればリサイクルできていると思わ

れていますが、委託後のトレーサビリティが確認できて

す。万が一中間処理業者の不適切な処理が発覚すれば、排出事業者責任が問われ、

解説 30】参照）

⾦⑤コストダウンの場合、⼯事費削減となるリスクがある／⽅
協議が必要で、認められないリスクがある 

産廃処理からリサイクルに変更する場合、設計変更協議が必要となりますが、現場では人手

や時間等の不足により対応が困難な場合があります。弊会では、設計変更に必要となる検討書

や積算等の作成も支援しておりますので、お気軽にお問い合わせください

中間処理委託から再生利用に設計変更した事案

 

⾦③リサイクルよりも中間処理業者に委託した⽅が廉価な場合がある／⽅

一部の地域を除き、ほとんどの地域ではリサイクルよりも中間処理業者に委託した方が廉価

となっています。しかし、中間処理業者に委託した後の泥土がどのように処理されているかご

は、中間処理業者に委託すればリサイクルできていると思わ

れていますが、委託後のトレーサビリティが確認できて

す。万が一中間処理業者の不適切な処理が発覚すれば、排出事業者責任が問われ、

】参照）。 

⾦⑤コストダウンの場合、⼯事費削減となるリスクがある／⽅

産廃処理からリサイクルに変更する場合、設計変更協議が必要となりますが、現場では人手

や時間等の不足により対応が困難な場合があります。弊会では、設計変更に必要となる検討書

や積算等の作成も支援しておりますので、お気軽にお問い合わせください

中間処理委託から再生利用に設計変更した事案

⾦③リサイクルよりも中間処理業者に委託した⽅が廉価な場合がある／⽅

一部の地域を除き、ほとんどの地域ではリサイクルよりも中間処理業者に委託した方が廉価

となっています。しかし、中間処理業者に委託した後の泥土がどのように処理されているかご

は、中間処理業者に委託すればリサイクルできていると思わ

れていますが、委託後のトレーサビリティが確認できていなければ

す。万が一中間処理業者の不適切な処理が発覚すれば、排出事業者責任が問われ、

⾦⑤コストダウンの場合、⼯事費削減となるリスクがある／⽅法-⾦⑥コストアップの場合、設計変更

産廃処理からリサイクルに変更する場合、設計変更協議が必要となりますが、現場では人手

や時間等の不足により対応が困難な場合があります。弊会では、設計変更に必要となる検討書

や積算等の作成も支援しておりますので、お気軽にお問い合わせください

中間処理委託から再生利用に設計変更した事案

⾦③リサイクルよりも中間処理業者に委託した⽅が廉価な場合がある／⽅法-⾦④外部搬出した⽅

一部の地域を除き、ほとんどの地域ではリサイクルよりも中間処理業者に委託した方が廉価

となっています。しかし、中間処理業者に委託した後の泥土がどのように処理されているかご

は、中間処理業者に委託すればリサイクルできていると思わ

いなければ、その先は不透明なままで

す。万が一中間処理業者の不適切な処理が発覚すれば、排出事業者責任が問われ、

⾦⑥コストアップの場合、設計変更

産廃処理からリサイクルに変更する場合、設計変更協議が必要となりますが、現場では人手

や時間等の不足により対応が困難な場合があります。弊会では、設計変更に必要となる検討書

や積算等の作成も支援しておりますので、お気軽にお問い合わせください（【

中間処理委託から再生利用に設計変更した事案 

⾦④外部搬出した⽅

一部の地域を除き、ほとんどの地域ではリサイクルよりも中間処理業者に委託した方が廉価

となっています。しかし、中間処理業者に委託した後の泥土がどのように処理されているかご

は、中間処理業者に委託すればリサイクルできていると思わ

、その先は不透明なままで

す。万が一中間処理業者の不適切な処理が発覚すれば、排出事業者責任が問われ、企業の損失

⾦⑥コストアップの場合、設計変更

産廃処理からリサイクルに変更する場合、設計変更協議が必要となりますが、現場では人手

や時間等の不足により対応が困難な場合があります。弊会では、設計変更に必要となる検討書

（【解説 37】および

 

⾦④外部搬出した⽅

一部の地域を除き、ほとんどの地域ではリサイクルよりも中間処理業者に委託した方が廉価

となっています。しかし、中間処理業者に委託した後の泥土がどのように処理されているかご

は、中間処理業者に委託すればリサイクルできていると思わ

、その先は不透明なままで

企業の損失

⾦⑥コストアップの場合、設計変更

産廃処理からリサイクルに変更する場合、設計変更協議が必要となりますが、現場では人手

や時間等の不足により対応が困難な場合があります。弊会では、設計変更に必要となる検討書

および【解

 



 

第３章

3.1 

機械-材
機械-材
機械-材
機械-材

 

【解説
機械-材

日処理量

りませんが、

続的に確保することは困難であり、均一な混合撹拌ができない

ます。建設汚泥処理土は、処理後も利用されるまでは産業廃棄物ですので、一部でも不良なも

のがあればすべて産業廃棄物として処分しなければならず、強度担保ができれば良いのではな

く、バックホウでの混合処理を行う場合には、撹拌管理を確実にすることが望まれます

56】参照）

 

【解説
機械-材
組み合わせによるシステム構築に専門知識を有する
 泥土の処理にあたっては、泥土特性ならびに要求品質に応じた、適正な処理方法を選択する

ことが重要です。

なり、

量に応じて処理方法は異なりますが、弊会では、建設汚泥の発生量に応じた建設泥処理土の処

理フローの事例を整理していますのでご参考

第３章 機械（

 材料（MATERIALS

材料① 建設汚泥と固化材等を混ぜるのは
材料② ⼯法の事例が少なく、ノウハウ不⾜により改質不良が⽣じやすい
材料③ 材料と機械の組み合わせによるシステム構築に専門知識を有する
材料④ 撹拌混合に関するノウハウがわからない（最適な機械等）

解説 63】 

材料①建設汚泥と固化材等を混ぜるのは
日処理量が数 m

りませんが、100m

続的に確保することは困難であり、均一な混合撹拌ができない

ます。建設汚泥処理土は、処理後も利用されるまでは産業廃棄物ですので、一部でも不良なも

のがあればすべて産業廃棄物として処分しなければならず、強度担保ができれば良いのではな

バックホウでの混合処理を行う場合には、撹拌管理を確実にすることが望まれます

】参照）。 

解説 64】 

材料②⼯法事例が少なく、ノウハウ不⾜により改質不良が⽣じやすい／機
組み合わせによるシステム構築に専門知識を有する

泥土の処理にあたっては、泥土特性ならびに要求品質に応じた、適正な処理方法を選択する

ことが重要です。

なり、1,000m
3 を超えるようでしたらリサイクルを検討する余地があります。

量に応じて処理方法は異なりますが、弊会では、建設汚泥の発生量に応じた建設泥処理土の処

理フローの事例を整理していますのでご参考

機械（MASHINES

ATERIALS）

建設汚泥と固化材等を混ぜるのは
⼯法の事例が少なく、ノウハウ不⾜により改質不良が⽣じやすい
材料と機械の組み合わせによるシステム構築に専門知識を有する
撹拌混合に関するノウハウがわからない（最適な機械等）

①建設汚泥と固化材等を混ぜるのは
m

3 程度の場合は、単純に

100m
3 を超えるような

続的に確保することは困難であり、均一な混合撹拌ができない

ます。建設汚泥処理土は、処理後も利用されるまでは産業廃棄物ですので、一部でも不良なも

のがあればすべて産業廃棄物として処分しなければならず、強度担保ができれば良いのではな

バックホウでの混合処理を行う場合には、撹拌管理を確実にすることが望まれます

②⼯法事例が少なく、ノウハウ不⾜により改質不良が⽣じやすい／機
組み合わせによるシステム構築に専門知識を有する

泥土の処理にあたっては、泥土特性ならびに要求品質に応じた、適正な処理方法を選択する

ことが重要です。産廃処理費とリサイクルの損益分岐点は、総排出量が

を超えるようでしたらリサイクルを検討する余地があります。

量に応じて処理方法は異なりますが、弊会では、建設汚泥の発生量に応じた建設泥処理土の処

理フローの事例を整理していますのでご参考

ASHINES） 

） 

建設汚泥と固化材等を混ぜるのは
⼯法の事例が少なく、ノウハウ不⾜により改質不良が⽣じやすい
材料と機械の組み合わせによるシステム構築に専門知識を有する
撹拌混合に関するノウハウがわからない（最適な機械等）

①建設汚泥と固化材等を混ぜるのは
の場合は、単純に

を超えるような事案においては、

続的に確保することは困難であり、均一な混合撹拌ができない

ます。建設汚泥処理土は、処理後も利用されるまでは産業廃棄物ですので、一部でも不良なも

のがあればすべて産業廃棄物として処分しなければならず、強度担保ができれば良いのではな

バックホウでの混合処理を行う場合には、撹拌管理を確実にすることが望まれます

②⼯法事例が少なく、ノウハウ不⾜により改質不良が⽣じやすい／機
組み合わせによるシステム構築に専門知識を有する

泥土の処理にあたっては、泥土特性ならびに要求品質に応じた、適正な処理方法を選択する

産廃処理費とリサイクルの損益分岐点は、総排出量が

を超えるようでしたらリサイクルを検討する余地があります。

量に応じて処理方法は異なりますが、弊会では、建設汚泥の発生量に応じた建設泥処理土の処

理フローの事例を整理していますのでご参考

建設汚泥リサイクル事例

 

 

建設汚泥と固化材等を混ぜるのはバックホウ
⼯法の事例が少なく、ノウハウ不⾜により改質不良が⽣じやすい
材料と機械の組み合わせによるシステム構築に専門知識を有する
撹拌混合に関するノウハウがわからない（最適な機械等）

①建設汚泥と固化材等を混ぜるのはバックホウで⼗分対応できる
の場合は、単純にバックホウ

事案においては、

続的に確保することは困難であり、均一な混合撹拌ができない

ます。建設汚泥処理土は、処理後も利用されるまでは産業廃棄物ですので、一部でも不良なも

のがあればすべて産業廃棄物として処分しなければならず、強度担保ができれば良いのではな

バックホウでの混合処理を行う場合には、撹拌管理を確実にすることが望まれます

②⼯法事例が少なく、ノウハウ不⾜により改質不良が⽣じやすい／機
組み合わせによるシステム構築に専門知識を有する 

泥土の処理にあたっては、泥土特性ならびに要求品質に応じた、適正な処理方法を選択する

産廃処理費とリサイクルの損益分岐点は、総排出量が

を超えるようでしたらリサイクルを検討する余地があります。

量に応じて処理方法は異なりますが、弊会では、建設汚泥の発生量に応じた建設泥処理土の処

理フローの事例を整理していますのでご参考として

建設汚泥リサイクル事例

そこが知りたい

バックホウで⼗分対応できる
⼯法の事例が少なく、ノウハウ不⾜により改質不良が⽣じやすい
材料と機械の組み合わせによるシステム構築に専門知識を有する
撹拌混合に関するノウハウがわからない（最適な機械等）

で⼗分対応できる
バックホウで混合撹拌して処理することに問題はあ

事案においては、バックホウにて

続的に確保することは困難であり、均一な混合撹拌ができない等

ます。建設汚泥処理土は、処理後も利用されるまでは産業廃棄物ですので、一部でも不良なも

のがあればすべて産業廃棄物として処分しなければならず、強度担保ができれば良いのではな

バックホウでの混合処理を行う場合には、撹拌管理を確実にすることが望まれます

②⼯法事例が少なく、ノウハウ不⾜により改質不良が⽣じやすい／機

泥土の処理にあたっては、泥土特性ならびに要求品質に応じた、適正な処理方法を選択する

産廃処理費とリサイクルの損益分岐点は、総排出量が

を超えるようでしたらリサイクルを検討する余地があります。

量に応じて処理方法は異なりますが、弊会では、建設汚泥の発生量に応じた建設泥処理土の処

としてください。 

建設汚泥リサイクル事例 

第 3 章  機械（

そこが知りたい

で⼗分対応できる ···········
⼯法の事例が少なく、ノウハウ不⾜により改質不良が⽣じやすい ···········
材料と機械の組み合わせによるシステム構築に専門知識を有する ········
撹拌混合に関するノウハウがわからない（最適な機械等） ················

で⼗分対応できる 
で混合撹拌して処理することに問題はあ

バックホウにて要求品質を安定的かつ継

等の不具合が生じる場合があり

ます。建設汚泥処理土は、処理後も利用されるまでは産業廃棄物ですので、一部でも不良なも

のがあればすべて産業廃棄物として処分しなければならず、強度担保ができれば良いのではな

バックホウでの混合処理を行う場合には、撹拌管理を確実にすることが望まれます

②⼯法事例が少なく、ノウハウ不⾜により改質不良が⽣じやすい／機械-材

泥土の処理にあたっては、泥土特性ならびに要求品質に応じた、適正な処理方法を選択する

産廃処理費とリサイクルの損益分岐点は、総排出量が 1,000m

を超えるようでしたらリサイクルを検討する余地があります。

量に応じて処理方法は異なりますが、弊会では、建設汚泥の発生量に応じた建設泥処理土の処

 

機械（MASHINES

そこが知りたい泥土リサイクル

··········· 【p.41_解説
··········· 【p.41_解説

········ 【p.41_解説
················ 【p.43_解説

で混合撹拌して処理することに問題はあ

要求品質を安定的かつ継

の不具合が生じる場合があり

ます。建設汚泥処理土は、処理後も利用されるまでは産業廃棄物ですので、一部でも不良なも
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