
番号 品  目  名 製  品  名 使用循環資源名 認定事業者名 販売実績 単位 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） 439 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） 3,468 本 1339個

a-3 リバイブブロック（地先境界ブロックA･B･C） 3,218 本

a-5 リバイブボックス（雑排水桝RC-1.2.3） 0 3個

a-58 ＳＲＢ歩車道境界ブロック 1,350 t 1441個

a-59 ＳＰＣ基礎ブロック 10,500 t 1個

a-67 Ｒブロック　両面歩車道境界ブロックＡ・Ｂ・Ｃ 316 本

a-68 Ｒブロック　地先境界ブロックＡ・Ｂ・Ｃ 0 572個

a-101 ＭＤＳシリーズⅡ 落ちふた式Ｕ型側溝 1,647 本 161.5本

a-102 ＭＤＳシリーズⅡ 上ふた式Ｕ型側溝本体 2,231 本 1199本

a-115 ＭＤＳシリーズⅡ ロードシステム 1,303 本 160本

a-136 コンクリート二次製品
リバイブUブロック（U-150,U-180,U-240,U-300A,U-
300B,U-300C,U-360A,U-360B,U-450,U-600）

下水汚泥溶融スラグ ㈱山富 7,863 本 69本

a-156 コンクリート二次製品 ＳＰＣ高欄地覆ブロック（普通セメント） 下水汚泥溶融スラグ 三和産業㈱ 2 t

a-206 ＢＣＲ－Ⅱ ｴﾌﾟﾛﾝ付き歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾛｰﾄﾞｼｽﾃﾑ(10) 0 - 62m

a-228 コンクリート二次製品 ＳＲＢ 地先境界ブロック(A,B,C) 下水汚泥溶融スラグ 三和産業株 60 t

a-230 Rﾌﾞﾛｯｸ 落ちふた式U形側溝(3種 300A) 172 本

a-232 Rﾌﾞﾛｯｸ 上ぶた式Ｕ形側溝(300B 本体) 426 本

a-253 コンクリート二次製品 ＢＣＲ－Ⅰ滋賀県型積みブロック１０Ａ 下水汚泥溶融スラグ 株式会社ビワコン 9,877 個

b-1 リサイクル土 砕石廃土 13,248 t

b-2 リサイクル山土砂 建設残土 19,873 t

b-16 木質加熱アスファルト舗装材 ハーモニーロードウッド 建設発生木材 田中建材㈱ 4,500 ㎥

4基

b-24 改良土 土質改良土 建設発生土、再生骨材 ㈱材光工務店 7,041 t

b-28 溶融スラグ入り再生砕石 ＳＲＣ－３０ 下水溶融スラグ 大和産業㈱ 629.56 t

b-41 再生粒度調整砕石 ＫＲＭ－３０ 廃瓦 三大宝建設㈱ 1,879 t

b-42 焼成着色舗装用資材 エコカラーセルベン 衛生陶器屑 ㈱サンエー 2 t

b-44 溶融スラグ入り再生砕石 スラグ入りＲＣ 下水汚泥溶融スラグ 湖北総合開発㈱ 1,632.06 t

b-46 粗砂 再生砂 12,762.24 t

b-47 細砂 再生砂 3,408.93 t

b-48 改良土 建設汚泥再生改良土 16,310 t

b-49 再生砕石 洗い砂0～15 17.26 t

b-50 瓦廃材 瓦砂0～5 瓦 0 450㎥

b-51 洗い砂 洗い砂P 4,080 t

b-52 改良土 Rs'-75 2,532 t

b-54 改良土 造粒改良土 建設系無機汚泥 ㈲甲賀建設 1,977 t

b-55 多目的骨材舗装用資材 エコセルベン 衛生陶器屑 ㈱サンエー 1,953 t

b-56 瓦レンガ廃材 瓦レンガ砂0～5 砕瓦･レンガ 湖北総合開発㈱ 7,032.36 t 798㎥

b-58 間伐材工事標識（大・小）
（大）   　62
（小）　    7

台 4基

b-59 間伐材木製ベンチ 40 台

b-60 瓦レンガ廃材 リサイクルサンド（瓦レンガ） 陶磁器くず(廃瓦を含む) 湖北総合開発株式会社 123.64 t

c-3 バーク堆肥 みどりん 剪定枝葉 草津造園協同組合 約    　230 t

c-8 特殊肥料 竹 の 恵 (K-02) 孟宗竹 35 ㎏

c-11 改良土 肥料入リサイクル土 砕石廃土 ㈱友信 5,365.5 t

堆  肥 kg

(平成26年6月13日現在)

4袋

甲賀市信楽森林組合

㈱友信

ゆめいぶき
農業集落排水汚泥、生ごみ、刈草剪定枝、
牛糞

米原市

阪神インフラテック㈱

コンクリート二次製品

下水汚泥溶融スラグ

1号　 49,263
2号 　14,994
3号 　11,165

平成工業㈱

㈱ビワコン

㈱山富

下水汚泥溶融スラグ 三和産業㈱

下水汚泥溶融スラグ

下水汚泥溶融スラグ

コンクリート二次製品

下水汚泥溶融スラグ

滋賀県リサイクル製品認定制度認定製品　　平成24年度販売実績

建設残土

建設汚泥

コンクリート二次製品 ごみ溶融スラグ

コンクリート二次製品

間伐材

㎥

杉間伐材・小径材使用  建築資材 甲賀森林組合間伐材

㈱ケントム

コンクリート二次製品

湖北総合開発㈱

㈱山崎砂利商店

伐採木、間伐材、剪定枝葉、竹

基

改良土

L寸    93.5
M寸     149
S寸      49

阪神インフラテック㈱

工事標示板 　  34
工事注意板　   13

b-19

個
コンクリート二次製品

a-197 ＢＣＲ－Ⅰ 平張ブロック 滋賀県型(1)
(規格15)    822
(規格18)    700

個

a-198 ＢＣＲ－Ⅰ 大型平張ブロック 滋賀県型(2)
(規格12)   1671
(規格15)     93

c-2 バーク堆肥 エコ・チップ 自然立木、間伐材、剪定枝葉 ㈲クリエイト・マエダ

工事用表示看板 間伐材工事標示板・間伐材工事注意板

c-9 敷　料 竹の敷料

c-10

（粗）　  900
（細）　2,175

㎥

㎥

c-6 土壌改良材 炭　彦　(木炭・竹炭)

破竹、真竹、孟宗竹 シームウッド㈱ 3,610



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

d-5 園芸用品 リサイクルプランター 廃プラスチック 上西産業㈱ 142,831 個

d-12 リサイクルプラスチックパレット アルパレット(R-1) 廃プラスチック 株式会社エコパレット滋賀 45,558 枚

陶器鉢 砕石廃土 日産陶業㈱シンプルポット (5号､6号､7号､8号､10号）

枯ヨシ ㈱コクヨ工業滋賀

5号    　217
6号    　149
7号    　161
8号 　    31
10号    　  1

個

枚

d-7

d-6 紙製文具用品 ＲeＥＤＥＮ

ヨシ紙    1,928
封筒　    512
葉書　 1,669
名刺　　  158
賞状　　　  1


