
滋賀県リサイクル製品認定制度認定製品 平成23年度販売実績 [平成24年3月31日現在]

番号 製 品 名 品 目 名 使用循環資源名 認定事業者名 販売実績 県利用実績

a-1 リバイブブロック（片面歩車道境界ブロックA･B･C） 1,089 本

a-2 リバイブブロック（両面歩車道境界ブロックA･B･C） 2,933 本 459個
a-3 リバイブブロック（地先境界ブロックA･B･C） 3,647 本
a-7 Ｇ－ＣＯＮ ＶＳ側溝 標準品(300～600) 60.7 t 76m
a-10 Ｇ－ＣＯＮ ＶＳ側溝 土留型 9.9 t
a-11 Ｇ－ＣＯＮ 落ちふたＵ型側溝 274.2 t 240個
a-12 Ｇ－ＣＯＮ エプロン 1,816.2 t 189個
a-18 Ｇ－ＣＯＮ グリーンデコ 1,450.9 t 2,449㎡
a-24 Lee－con二次製品（片面歩車道境界ブロック） 130 個
a-25 Lee－con二次製品（両面歩車道境界ブロック） 350 個
a-26 Lee－con二次製品（地先境界ブロック） 200 個

240 200 個
300b 450 個

a-28 Lee－con二次製品（特殊円型水路） 20 個
a-29 Lee－con二次製品（ﾌﾟﾚﾊｲPKT-30、PKT-40円型側溝） 80 個
a-34 Lee-con二次製品・円型水路 12 個
a-35 Lee-con二次製品・境界ブロックロング 40 個
a-56 Ｓ－ＣＯＮ 滋賀県歩道整備マニュアル型エプロン 0 512個
a-57 Ｓ－ＣＯＮ 滋賀県歩道整備マニュアル型歩車道境界ブロック 0 123個
a-58 ＳＲＢ歩車道境界ブロック 1,270 t 1,107個
a-59 ＳＰＣ基礎ブロック 10,460 t 844個
a-67 Ｒブロック 両面歩車道境界ブロックＡ・Ｂ・Ｃ 220 個
a-99 ベンチ 6 t

3種 657 本
1種 186 本
300b 22 本
240 362 本

a-103 ＭＤＳシリーズⅡ 歩車道境界ブロック 0 7m
a-108 ＭＤＳシリーズⅡ 大型平張ブロック 0 237㎡
a-109 ＭＤＳシリーズⅡ 擬石大型平張ブロックⅠ型 0 1,969㎡

基本 373 本
反射 357 本
水抜 58 本

a-128 ＭＤＳシリーズⅡ グラストン 1,654 枚 460㎡
a-133 Lee-con 二次製品・落ちふた式U形側溝 27 個
a-134 Lee-con 二次製品・反射板付境界ブロック 200 個
a-136 リバイブUブロック （U-150,U-180,U-240,U-300B) 7,655 本 21.0m + 475個
a-138 リバイブブロック・エプロン付歩車道境界ブロック 0 5個
a-140 リバイブボックス・ハンドホール (各種) 4 個 2基
a-154 Ｇ－ＣＯＮ ロングU PU1型/PU4型 コンクリート二次製品 ガラスカレット 134 t
a-156 ＳＰＣ高欄地覆ブロック（普通セメント） コンクリート二次製品 下水汚泥溶融スラグ 三和産業㈱ 1.2 t
a-221 Ｇ－ＣＯＮ 歩車道境界ブロック 7.9 t
b-1 リサイクル土 砕石廃土 4,666.44 t
b-2 リサイクル山土砂 建設残土 11,061.40 t
b-16 ハーモニーロードウッド 木質加熱アスファルト舗装材 建設発生木材 田中建材㈱ 4,800 m3
b-17 再生砕石SKR-30、SKR-40 再生砕石 下水汚泥溶融スラグ、瓦、コンクリート塊 三大宝建設㈱ 1,496 t
b-19 間伐材工事標示板・間伐材工事注意板 工事用表示看板 57 基 26枚
b-22 自然木フェンス（円柱加工タイプ） 木柵、転落防止柵 65 m
b-23 ウッドブロック 間伐材の木製ブロック 400 組
b-24 土質改良土 改良土 建設発生土、再生骨材 ㈱材光工務店 27,137 t
b-25 ソイルプレミックス（ＳＰ－Ｍ）表層ドレーン材 耐水性団粒構造安定化表層舗装材 200 m3
b-26 ＥＣＯＭＡＣＳ土壌構造安定化緑化基盤材 耐水性団粒構造安定化緑化基盤材 100.0 m3
b-28 ＳＲＣ－３０ 溶融スラグ入り再生砕石 下水溶融スラグ 大和産業㈱ 1,177.4 t
b-29 ＳＲＣ－３０ 溶融スラグ入り再生砕石 下水溶融スラグ 三大宝建設㈱ 1,681 t
b-31 グラスアウト 透水保水舗装材 飲料用ガラスビン ㈱竹川造園 500 kg
b-38 土リサイクル 砕石廃土 221 t
b-39 建設土リサイクル 建設残土 745 t
b-40 エコクレイ 資源循環型土 溶融スラグ 東和スポーツ施設㈱ 415 m3
b-41 ＫＲＭ－３０ 再生粒度調整砕石 廃瓦 三大宝建設㈱ 3,262 t
b-42 エコカラーセルベン 焼成着色舗装用資材 衛生陶器屑 ㈱サンエー 2 t
b-44 スラグ入りＲＣ 溶融スラグ入り再生砕石 下水汚泥溶融スラグ 湖北総合開発㈱ 2,447.54 t 293㎥
b-45 改良土 改良土 建設発生土 東近江環境建設事業協同組合 784 t
b-46 再生砂 粗砂 7,832.84 t
b-47 再生砂 細砂 4,279.92 t
b-48 建設汚泥再生改良土 改良土 17,890.0 t
b-49 洗い砂0～15 再生砕石 6,894.09 t
b-50 瓦砂0～5 瓦廃材 瓦 5,308.69 t 1,061㎥
b-53 再生コンクリート土砂(ＲＣＳ) リサイクル土砂 建設残土 ㈱ロータリープロジェクトシステム 331 t 168㎥
b-54 造粒改良土 改良土 建設系無機汚泥 ㈲甲賀建設 550.98

10-15mm 250 t
<30mm 60 t
<1.5mm 400 t

b-57 間伐材型枠 88 枚 386
大 12 台 14
小 1 台

(粗） 675 m3
(細） 2,554 m3

c-3 みどりん バーク堆肥 剪定枝葉 草津造園協同組合 260 t
L 134 m3
S 82.5 m3
S 30L×521本

M 950 本
c-8 竹 の 恵 (K-02) 特殊肥料 18 kg
c-9 竹の敷料 敷 料 破竹、真竹、孟宗竹 シームウッド㈱ 3,173 m3

1号 62 t
2号 34 t
3号 7.3 t

c-11 肥料入リサイクル土 改良土 砕石廃土 ㈲友信 1,052 t
d-5 リサイクルプランター 園芸用品 廃プラスチック 上西産業㈱ 159,686 個

紙 1,478

封筒 1,138

葉書 40

名刺 183

賞状 730 2,000枚

133,860ℓ

4.6m

746個

4袋

a-101 ＭＤＳシリーズⅡ 落ちふた式Ｕ型側溝

コンクリート二次製品 ごみ溶融スラグ

a-102 ＭＤＳシリーズⅡ 上ふた式Ｕ型側溝本体

a-115 ＭＤＳシリーズⅡ ロードシステム

再生骨材コンクリート二次製品

㈱コクヨ工業滋賀d-6 ＲeＥＤＥＮ 紙製文具用品 枯ヨシ

b-55 エコセルベン 多目的骨材舗装用資材 衛生陶器屑

自然立木、間伐材、剪定枝葉 ㈲クリエイト・マエダ

b-58 間伐材工事標識（大・小）
杉間伐材・小径材使用 建

築資材

c-2 エコ・チップ バーク堆肥

伐採木、間伐材、剪定枝葉、竹土壌改良材炭 彦 (木炭・竹炭)c-6

コンクリート二次製品

コンクリート二次製品

再生骨材コンクリート二次製品

再生骨材コンクリート二次製品

コンクリート二次製品

コンクリート二次製品

コンクリート二次製品
コンクリート二次製品

コンクリート二次製品

コンクリート二次製品

改良土

改良土

下水汚泥溶融スラグ

ガラスカレット

コンクリート塊

コンクリート塊

下水汚泥溶融スラグ

下水汚泥溶融スラグ

コンクリート塊

下水汚泥溶融スラグ

下水汚泥溶融スラグ
下水汚泥溶融スラグ

建設汚泥

間伐材

ガラスカレット

間伐材

間伐材

上水道汚泥、建設発生土

孟宗竹

㈱山富

光コンテック㈱

共栄工業㈱

共栄工業㈱

光コンテック㈱

三和産業㈱

共栄工業㈱

㈱山富

平成工業㈱

阪神工業㈱
三和産業㈱

光コンテック㈱

㈲甲賀建設

光コンテック㈱

㈲友信

甲賀市信楽森林組合

Lee－con二次製品（鉄筋コンクリートＵ形）a-27

湖北総合開発㈱

甲賀森林組合

㈱ケントム

㈱サンエー

滋賀北部森林組合

㈱エコマック

米原市c-10 ゆめいぶき 堆 肥 農業集落排水汚泥、生ごみ、刈草剪定枝、牛糞


