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溶融スラグ引取り案内 

 

JFE 環境テクノロジー(株) 浜松事業所 

 

1. はじめに 

 当社の溶融スラグは、コンクリート用溶融スラグ細骨材（JIS  A  5031 

MS5 A）、及び道路用溶融スラグ細骨材（JIS A  5032FM－2.5）に規定する

試験と同等の試験を行い、浜松市長の品質証明を取得して販売いたします。 

浜松市長の品質証明につきましては、後日要求により発行致しますので必要な

場合は当社までお知らせ下さい。 

また、当社では業務の一環として、溶融スラグが最終利用先において確実に

有効利用したことを証明する「有効利用証明書」を浜松市に提出いたします。 

 そのため、はじめてご利用いただく方には、溶融スラグ有効利用の計画(用途、

最終利用先、場所、数量等)を開示いただきます。 

 また、溶融スラグの販売は、有効利用情報の開示、証明に同意をいただいた

方に限らせていただきます。 

 

2. 購入申込 

 購入申込みは、引取り前日までに FAX にて申し込んでください。申込用紙、

記入例を添付します。  

 送り先は  

 FAX  053-440-6009 JFE 環境テクノロジー(株)浜松事業所  

 所在地  〒431-0201 静岡県浜松市西区篠原町 26098-1 

 TEL 053-440-6008 

 

3. 販売単価 

 統一単価 220 円/ton(税込み)です。見積り書の必要な方には発行致します。 

 

4. 支払い方法 

 月末締めで請求書を発行、郵送いたします。指定の銀行口座に振り込んでい

ただくか、当社浜松事業所まで請求額を持参いただきます。持参いただいた方

には領収証を発行いたします。 

 

5. 引取り場所 / 受付時間 

 場所 

 西部清掃工場溶融スラグ倉庫棟 



浜松市西区篠原町 26098-1 

受付時間 

月曜日～金曜日 8:30～15:30  (年末年始、ＧＷ、夏季の休暇期間については

問い合わせください) 

 

6. 注意事項 

① 入場時に計量棟で車検証を閲覧させていただきます。最大積載量を超えた出

場はできませんので、ご注意ください。 

② 工場内は一方通行、車両速度 10km/hr となっています。標識に従い、走行

ください。 

③ 荷台のあおり等にこぼれたスラグは積込場所で十分に掃き落としてから、出

発してください。 

 

7. 西部清掃工場案内図 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. 引取り時の手順 

① 引取りには受付印のある溶融スラグ購入申込書の写しが必要です。計量棟の

受付窓口のある車線に入り、受付に車検証を提示し、溶融スラグ購入申込書

の写しを提出してください。 

② 受付では提示書類を確認の上、IC カードをお渡しします。IC カードの読み

取りは受付で行っていますので、出場まで保持いただくだけです。 

③ 空車重量を計量したら直進し、突き当りの平面車線を右折してください。上

り車線(ランプウエイ)はごみ搬入路となっています。間違えないようにご注

意ください。 

④ 平面車線を直進すると、溶融スラグ倉庫棟の路面標示があります。矢印にし

たがって、進入ください。計量棟から溶融スラグ積込みの係員に携帯電話で

連絡が取れていますので、溶融スラグ倉庫棟の前で係員の誘導に従ってくだ

さい。 

⑤ 荷積み後、溶融スラグ倉庫棟出口を左折してください。出口から入場時の方

向へ戻る(直進する)と逆走になります。危険ですので、十分に注意ください。 

⑥ 計量棟では受付窓口のある車線に入ってください。受付に IC カードを返却

し、計量が完了するのを待ってください。計量完了後、出荷伝票(3 枚)をお

渡ししますので、受領書（3 枚目）にサインし受付に返却ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(以上) 



様式　(建材業者)

JFE環境テクノロジー(株)　浜松事業所あて
FAX  053-440-6009 (申込者記載事項)

所在地

会社名

法人代表者名

電話番号

ＦＡＸ番号

下記の溶融スラグ利用者に販売のため、購入申込みをいたします。

(販売先に関する記載事項)

※浜松市ガイドラインの適用を受けるものはガイドライン範囲内の利用に限ります。

※ガイドラインの適用を受けないものについては最終利用者の同意(材料承諾など)が必要となります。

※ガイドライン範囲外の利用については、最終利用者の確認を当社から取り付けた上での販売となります。

※土木工事用材料については、請負工事に関する記載事項の記入と、元請業者の押印を必要とします。

※製品原料については、別紙で製品概要、製品での溶融スラグの利用方法、配合割合などを記述ください。(様式任意)　審査の上、

 販売の可否を回答します。

(請負工事に関する記載事項)

機関名； 部署名；

(引取に関する記載事項)

※上表に書ききれない場合は、別紙(任意)に記載し、添付してください。

(支払い方法に関する事項)

(申込み、引取に関する注意事項)

① 請負工事に関する事項は工事請負契約と同一のものを記載ください。本記載事項が溶融スラグ有効利用のトレーサビリティ

の記録となります。

② 業者名の欄は元請業者以外の企業が工事を行う場合に記載ください。そうでない場合、「同上」としてください。

③ 積込予定月日には、工事に使用する溶融スラグ全量について、引取予定を記載ください。

④ 車両の最大積載量に見合った数量(ton)を記載ください。過積載は禁止です。

⑤ 自社車両の場合は「自社」、外注の場合は、外注業者名を記載ください。車両№は計量棟で識別できるよう車両登録№(ナンバ

ープレート)を記載ください。

⑥ 溶融スラグ購入申込書は、引取り前日までにＦＡＸで浜松事業所までお送りください。

申込みを受け付けたあと、申込書に受付印を押印し本書の写しを返送しますので、受取当日にご持参ください。

⑦ 当日は本書の写しを運転手に渡してください。積み込み場所の係員が写しを照合後、積み込み致します。

⑧ 溶融スラグ引取り案内に従い手続きをお願いします。また、積み込み場所では係員の指示に従ってください。

　　請求書による銀行振込み　・　現金持参(浜松事業所)による領収書発行

車両№

tonton ton ton ton ton

運搬車両所属

積込予定数量 ton

用   途

積込予定月日 / / / / // /

業者名

元請名

溶融スラグ購入申込書
令和　   年　 　月  　日

最終利用者

利用範囲

Ａ５０３１

道路用

Ａ５０３２

その他

搬入先

用途

ＪＩＳ対象外ＪＩＳ　Ｎｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

記

工事名

工事発注者名

コンクリート用骨材

民間　・　公共 浜松市ガイドラインの適用の要否 要　・　否

ガイドライン範囲内　・　ガイドライン範囲外



様式　(建材業者)

JFE環境テクノロジー(株)　浜松事業所あて
FAX  053-440-6009 (申込者記載事項)

所在地

会社名

法人代表者名

電話番号

ＦＡＸ番号

下記の溶融スラグ利用者に販売のため、購入申込みをいたします。

(販売先に関する記載事項)

※浜松市ガイドラインの適用を受けるものはガイドライン範囲内の利用に限ります。

※ガイドラインの適用を受けないものについては最終利用者の同意(材料承諾など)が必要となります。

※ガイドライン範囲外の利用については、最終利用者の確認を当社から取り付けた上での販売となります。

※土木工事用材料については、請負工事に関する記載事項の記入と、元請業者の押印を必要とします。

※製品原料については、別紙で製品概要、製品での溶融スラグの利用方法、配合割合などを記述ください。(様式任意)　審査の上、

 販売の可否を回答します。

(請負工事に関する記載事項)

機関名； ○○市　又は　 ○○株式会社 部署名； ○○部○○課

(引取に関する記載事項)

※上表に書ききれない場合は、別紙(任意)に記載し、添付してください。

(支払い方法に関する事項)

(申込み、引取に関する注意事項)

① 請負工事に関する事項は工事請負契約と同一のものを記載ください。本記載事項が溶融スラグ有効利用のトレーサビリティ

の記録となります。

② 業者名の欄は元請業者以外の企業が工事を行う場合に記載ください。そうでない場合、「同上」としてください。

③ 積込予定月日には、工事に使用する溶融スラグ全量について、引取予定を記載ください。

④ 車両の最大積載量に見合った数量(ton)を記載ください。過積載は禁止です。

⑤ 自社車両の場合は「自社」、外注の場合は、外注業者名を記載ください。車両№は計量棟で識別できるよう車両登録№(ナンバ

ープレート)を記載ください。

⑥ 溶融スラグ購入申込書は、引取り前日までにＦＡＸで浜松事業所までお送りください。

申込みを受け付けたあと、申込書に受付印を押印し本書の写しを返送しますので、受取当日にご持参ください。

⑦ 当日は本書の写しを運転手に渡してください。積み込み場所の係員が写しを照合後、積み込み致します。

⑧ 溶融スラグ引取り案内に従い手続きをお願いします。また、積み込み場所では係員の指示に従ってください。

Ａ５０３１ Ａ５０３２ ＪＩＳ対象外

溶融スラグ購入申込書
令和　元年　○月 ○日

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○
○○○○○

最終利用者 民間　・　公共 浜松市ガイドラインの適用の要否 要　・　否

利用範囲 ガイドライン範囲内　・　ガイドライン範囲外

記

工事名 浜松市○○建設工事

用途 コンクリート用骨材 道路用 その他

ＪＩＳ　Ｎｏ

工事発注者名

搬入先 浜松市○○区○○町
元請名 ○○○○建設㈱
業者名 同上
用   途 ○○○○

積込予定月日 9/10 9/12 / / / / /

積込予定数量 10ton 10ton ton ton ton ton ton

運搬車両所属 自社 ○○組

　　請求書による銀行振込み　・　現金持参(浜松事業所)による領収書発行

車両№
浜松100
は330＊

未定

サンプル


