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産菜廃棄物主管部 (局)長殿 

微 塵 第 3 5号

平成 9年 6月 13日

厚生省生括衛生局水道環境部

産業廃棄物対策室

廃石膏ボー ドの処理について
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で処分されているところであるが､先般､栃木県の安定型最終処分場の浸出水等から出

素が検出されたため､社団法人石膏ボー ド工業会において各社の石膏ボード製品の分析

を行ったところ､一部の=宙で製造された石膏ボー ドから批索等が浮出することが判明

した (別添 1参照)｡

これらの石膏ボー ドの製造又は販売を行う会社においては､販売店在庫の回収等を行

うとともに､工場においても製品晶質の改夢が行われ､平成 9年 5月以降出荷される製

品については問題のないことが確認されているが､平成 9年 4月以前に出荷された石膏

ボー ドを使用している塵薬物が解体された場合の処理について乱 舞卓庁と協岳のうえ､

下記のとおり当面の取扱いを定めることとしたので､女帝におかれては､関係者にその

旨を通知するとともに､下記に基づき粛石膏ボー ドが蕃正に処理されるよう指導の離

及び処理状況の把握に努められたい｡

また､これまで石膏ボー ドを受け入れている安定型最終処分弓削こついても､環境部局

と連携し､別添 2に基づき浸出水等の点検を早急に行い､必要に応じた指導等を行うよ 

(_ ′ うお願いする･

なお､関係業界に対 しては当職からも別添 4のとおり通知しているところであるので､

参考にされたい｡

記 

1.対象となる石膏ボー ド 

(1)批素等が溶出することが判明したのは次の工場の石膏ボー ド製品である｡

①小名浜吉野石膏	 (樵)いわき工場


昭和 48年から平成 9年 4月に製造されたもの｡


②日東石膏ボー ド (秩)八戸工場


平成 4年 10月から平成 9年 4月に製造されたもの｡




(2) (1)の石膏ボードの主靴 腰元地域は､北海道､青森胤 岩手風 軸 県､秋

田県･山形県､福島県･茨城県 栃木乱 群馬胤 埼玉県､千葉風 東京臥 神奈


川県､新潟県及び長野県であるので､これらの地域における解体工事に伴い生ずる


廃棄物については､特に 2の取故いについて徹底すること｡
 

2･廉石膏ボー ドの処理の取扱い 

(1)建兵物解倖時の取扱い 

①	 石膏ボー ド 石膏ボー把 裏 窓 に 閉 F1 -が使用されている建築助の年俸に際して軌 -.


され七いる製造会社名等 捌 添 3参尉 により､1の石膏ボー ドに啓当するかどう


かを確認し､該当する場合には､これを取り外し管理型最終処分皆で処分すること｡


なお･当落建築物の建設当時の記録等により製造会社名等の情報が得られる場合 (


にはこ叫 こより確認しても差し支えないこと｡


㊨ 1 (1)①に醸当する石膏ボー ドについては吉野石膏株式会社において､1 (1)


⑳に該当する石膏ボードについては日東石膏ボード株式会社に串いて､それぞれ一


定の条件により引き取りを行う予定であること｡
 

③	 産畳床葉物管理票制度の美施については､平成 2年 5月 31日付け当職通知 ｢建


設工妻等から生ずる廃棄物の適正処理について J等により指導してきたところであ


るが･建築物の解体後の廃棄物の処分を委託する場合には､管理票の備考欄等に石


膏ボー ドの有無を明記するとともに､石膏ボードが含まれている場合にはその製造

会社名等を明記すること . 

(2)建集物の解体に伴う廃棄物の処分時の取扱い

塵集物の解体に料 ､生じた廃棄物の処分を受託した処分業者等においては,産業

廃棄物管理票により,石膏ボー ドの有無及び石膏ボー ドの製造会社名等を確罪し､ 

1の石膏ボー ドを含む廃棄物 (管理票等により植羅できないものを含む)は､ .安定


型最終処分場では処分しないこと｡




(別添3) 対象と中る石膏ボードの表示 

(今回の対象となる石膏ボード製品は､以下の製達会社名及びJISの許可昏号により托別できる･)

①小名真言野 (樺).いわき工場 ②日東石膏ボー ド (尉 八戸エ埠

●商品名 ●商品名

タイガーボード ●製造会社名の表示.●製造会社名の表示 アドラせつこうボー ド

C1し. ● 注.J吉野石膏ⅠSマ;他の製造会社や工場で製造されたのものは上記のークl>r及びO 許可0A 馳尊号.小名浜青野石膏 くY _ 射 .わき工場で製造されたことを示 しておりい､略号が異なる.jYJは′ .

注 ;上記の許可番号のIロッ ト番号).t該当する27 ..70L例' 57の臥●製造年月 日 ( j覇 .I277058'

LOT NO. 0llll3962一14 105一10 C■■1一一1 1 ･一一 1 

月 年 目 時 分 班

日東石膏ボー ド株式会社●H Sマーク及び許可番号jl oE. 寸Jt .
●製造年月日 (也歩-6.o2ら注 ;上記の許可番号のロット番号)例265024の他.26502畠も按当する.

A1●一一51 5 ■01- 1- 1 
班 年 月 .日

【問 い合わせ先】

① 小名浜青野石膏 (株)の製品について i青野石膏株式会社 営農統括本部 TEL03-3216-0953
② 日東石膏ボー ド (棉)の製品について ;日東石膏ボード株式会社 物流部 TELO178-43-7193 



(牽引 石膏ボー ド製造会社等の表示一覧 
r吉野石膏グルーブ】

[二重 亘垂= J 製造会社 .工場名の.表示 .(下線部) JIS#7r8%

タ- -再 - 膏当! (北柏 甜 甲 

吉野石膏RA (菱化吉野石膏 

(棟,恵壷=.Q, 

(株)秋田工軌 

165005.165004.184030-184032

7673

青野石膏NY (新潟青野石F.(株)新婦工場) 378212-378214

∠ノ

吉野石膏Y S (菅野石膏 (棟)草加工場) 

青野石膏Y l (青野石膏 (棟)東京工場) 
青野石膏Y C l (吉野石許 (株)千葉素 1工場) 

393069

1856,8519

38.4006-384OD8 

青野石膏YM (吉野石膏 (樵)三河工場) 484042-484045

青野石膏 RT (菱化青野石膏 (棉)高砂工場) 564191.564192

I∫l富野石膏YC2 (富野石青 く帯)干栗第 2工場) 

青野石膏 YK (吉野石膏 (樵)北九州工場) 

392082～39ZtJ85

894026

吉野石膏NYG (直島吉野石膏 (株)直島エ削 
吉野石膏 ST (新東洋背板 (株)松江工場) 

吉野石膏NK (日産建材 (抹)富山工場) 

780017-780019.柑5017 
666047.666048

468058.465037

lI∫

【チヨダウーテ株式会社】

商品名 製造会社 .工場名の表示 (下線部) JIS許可番号

チヨタ'せつこげ -ド 四日市工場チチヨヨダダウウーーテテ株株式式会会社社千葉工場 4469,8599,.479q49.485031.485032393071

577164.579028チヨダウーテ株式会社貝塚工場 

【アドラ工業グループ】 ､

商品名 製造会社名の表示 (下線部) JⅠS許可番号 

368044,3680.46.381051,384046.385146(lF ;日本石膏ホ■小 株̀式会社) 

三東石膏ボー ド株式会社 】65013.180004.187027,187028

7ドラせつこ5ホ■-rJ Iアドラ工業株式会社 (乎丘7年10R～ 
三井東庄西部建材株式会社 

) 391013 
■664024,664025,679070

冗

鋤 瀦 ;対象となる石膏ボー 憎 品の製造会社名等及び JISの許可番号

下 寺 部 ;JISの許可番号の取得に関わらず表示されている.


