
ａ－１ リバイブブロック（片面歩車道境界ブロックA･B･C） コンクリート二次製品 下水汚泥溶融スラグ ㈱山富 908 個 207 個

ａ－３ リバイブブロック（地先境界ブロックA･B･C） コンクリート二次製品 下水汚泥溶融スラグ ㈱山富 5,735 個 1061 個

ａ－４ リバイブボックス（汚水桝SCｰ1.2.3） コンクリート二次製品 下水汚泥溶融スラグ ㈱山富 64 個 39 個

ａ－５ リバイブボックス（雑排水桝RC-1.2.3） コンクリート二次製品 下水汚泥溶融スラグ ㈱山富 469 個 106 個

ａ－６ リバイブボックス（雑排水桝・汚水桝 SC･RC-4.5） コンクリート二次製品 下水汚泥溶融スラグ ㈱山富 61 個

ａ－７ Ｇ－ＣＯＮ ＶＳ側溝 標準品(300～600) コンクリート二次製品 ガラスカレット 光コンテック㈱ 367.3 t 82.68 t

ａ－９ Ｇ－ＣＯＮ 街路側溝 (街渠用自由勾配側溝) コンクリート二次製品 ガラスカレット 光コンテック㈱ 193.0 t

ａ－12 Ｇ－ＣＯＮ エプロン(ＰＧＦ－Ｂ型 基本) コンクリート二次製品 ガラスカレット 光コンテック㈱ 74.4 t

ａ－46 リサイクリングブロック（平張ブロック） コンクリート二次製品 下水汚泥溶融スラグ ㈱コウカ 1,030 m2

ａ－49 リサイクリングブロック（積みブロック） コンクリート二次製品 下水汚泥溶融スラグ ㈱コウカ 50.3m2 625.4 m2

ａ－53 エコロアクア・シント インターロッキングブロック 下水汚泥溶融スラグ 日本興業㈱京滋営業所 600 m2

ａ－54 エコロアクア・ＫＣ インターロッキングブロック 下水汚泥溶融スラグ 日本興業㈱京滋営業所 900 m2

ａ－56 Ｓ－ＣＯＮ 滋賀県歩道整備マニュアル型エプロン コンクリート二次製品 下水汚泥溶融スラグ 光コンテック㈱ 1.0 t

ａ－58 ＳＲＢ歩車道境界ブロック コンクリート二次製品 下水汚泥溶融スラグ 三和産業㈱ 3,690 本 3,653本

ａ－59 ＳＰＣ基礎ブロック コンクリート二次製品 下水汚泥溶融スラグ 三和産業㈱ 6,363 t 38.2 t

ａ－71 Ｓ－ＣＯＮ エプロン（ＰＧＦ－Ｂ型 基本） コンクリート二次製品 下水汚泥溶融スラグ 光コンテック㈱ 45.2 t

ｂ－１ リサイクル土 改良土 砕石廃土 ㈲友信 5,300 t

ｂ－２ リサイクル山土砂 改良土 建設残土 ㈲友信 52,300 t

ｂ－３ リサイクルコア材 改良土 砕石廃土 ㈲友信 3,100 t

ｂ－４ 再生土 改良土 建設残土 ㈱向茂組 8,300 m3

ｂ－７ ＳＭ－５ 下水汚泥溶融スラグ入り砂 下水汚泥溶融スラグ 三大宝建設㈱ 652 t

ｂ－11 瓦廃材利用薄層舗装材（Ｋ－グランドコート） 再生舗装資材 廃棄瓦 ツチダ開発㈱ 25 m2

ｂ－13 瓦廃材利用透水性舗装材（Ｋ－グランド） 再生舗装資材 廃棄瓦 ツチダ開発㈱ 13 m2

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 建築発生木材 田中建材㈱ 5,000 m2

ｂ－17 再生砕石SKR-30、SKR-40 再生砕石
下水汚泥溶融スラグ、廃棄瓦、

コンクリート塊
三大宝建設㈱ 11,930 t

ｂ－21 ログガード 木製ガードレール 間伐材 甲賀市信楽森林組合 93 m 89.4 m

ｂ－23 ウッドブロック 間伐材の木製ブロック 間伐材 滋賀北部森林組合 1,571 基 80 基

ｂ－24 土質改良土 改良土 建築発生土、再生骨材 ㈱材光工務店 7,794 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 上水道汚泥、建築発生土 ㈱エコマック 897 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 上水道汚泥、建築発生土 ㈱エコマック 554 m3

粗 2,500 m3

細 5,830 m3

20kg 340袋

2t 120台

ｃ－５ 葉木肥 堆肥 剪定枝葉 御園興産㈲ 1,620 kg 4,870 kg

ｄ－１ すみ花ちゃん 切花水浄化材 間伐材、梱包材、剪定材等廃木材 ㈱アオヤマエコシステム 100,000 個

ｄ－２ ｋｏｒｏｒｏｎ ころろん 敷均し砂利・園芸資材 廃ガラスびん ㈱竹川造園 2,000 kg

ｄ－３ 土に還る粘 紙粘土 ヨシ、古紙 ㈲ヨシノ企画 2,044 個

【製造者よりの販売実績および県関係機関よりの使用実績の報告のあった製品を記載しました】

標示板 71基
注意板 40基

県使用量

標示板 9基
注意板 7基

事業者名 販売量

学習机・椅子
430set

甲賀市信楽森林組合

草津造園協同組合

㈲クリエイト・マエダ

甲賀市信楽森林組合

滋賀県リサイクル製品認定制度認定製品 H19年度販売実績・県使用実績

番号 製 品 名 品 目 名 使用循環資源名

ｄ－４ 木の学習机・椅子 学校用家具 間伐材

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 間伐材

剪定枝葉ｃ－３ みどりん バーク堆肥

ｃ－２ エコ・チップ バーク堆肥 自然立木、間伐材、剪定枝葉


