
製品認定の有効期間は、製品認定の日から3年目の年度末までです。

製品認定をしたときは、申請者に対し、

で

本誌は環境へのやさしさに配慮して、
ベジタブルインクを使用しています。

※各様式は青森県のホームページからダウンロードできます。

募集は、毎年５月と11月に行っています。

循環型社会推進グループ

循環型社会推進グループ

リサイクル製品に関し学識経験を有する者の意見を聴いて、申請内容の審査を行います。

令和４年４月
青　森　県

日本産業

（公財）

青森県認定

リサイクル製品

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/kankyoseisakuka-gyomugaiyo.html



https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html

製品認定の有効期間は、製品認定の日から3年目の年度末までです。有効期間満了後、
引き続き認定を受けようとする場合、再度申請することができます。

リサイクル製品として認定したときは、申請者に対し、青森県リサイクル製品認定制
度に基づく認定を受けた製品であることを証する認定証を交付します。
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（工事に携わる者の責務）

（使用上のグループ区分の設定）

グループ区分 該当要件

Ａグループ 価格が新材製品と同額以下の製品で十分な施工実績を有する製品

Ｂグループ Ａグループに該当しない製品

（使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用）

グループ区分 認定製品の使用

Ａグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。

Ｂグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。

青森県認定リサイクル製品優先使用指針（概要）

・工事に携わる者は、この指針に基づいて工事が実施されるように努めるものとします。
・設計の委託や工事の発注をする場合は、この指針に従い実施されるよう特記仕様書等
  に位置付けるものとします。

工事における優先使用を図るため、認定製品について使用上のグループ区分を設定しま
す。

工事の設計、積算を行う者は使用上のグループ区分に基づき、次のとおり認定製品の使用
を特記仕様書等で指定し、使用に努めるものとします。

（青森県環境物品等調達方針との関係）
青森県環境物品等調達方針に基づく環境物品等の調達に当たり、認定製品の調達が可能な
場合は、優先して購入するよう努めるものとします。

（他の地方公共団体等への推奨）
県は、県内の他の地方公共団体又はこれに準ずる団体に対し、この指針の活用（準用）を推
奨するものとします。

※指針全文については、青森県のホームページ「エコ・ナビ・あおもり」内
　の青森県リサイクル製品認定制度紹介ページをご覧下さい。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html

工事の請負者は、特記仕様書等で認定製品の使用が指定されていない場合であっても、認
定製品を使用できるときは、使用するよう努めるものとします。
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第27回  認定製品 【認定有効期間】令和元年9月16日～令和5年3月31日

認定番号:第0127001号
製品名  SC-L形擁壁

認定番号:第0127002号
製品名  SC-大型フリューム

認定番号:第0127003号
製品名  SC-排水フリューム

認定番号:第0127004号
製品名  SC-VS側溝

認定番号:第0127005号
製品名  SC-横断用VS側溝

認定番号:第0127006号
製品名  SC-小型ボックスカルバート

認定番号:第0127007号
製品名  SC-ベンチフリュームボックス暗渠

認定番号:第0127008号
製品名  SC-集水桝

認定番号:第0127009号
製品名  SC-路面排水桝

認定番号:第0127010号
製品名  SC-Hi-P水路

【品　　目】　●コンクリート製品　　　　産業廃棄物溶融スラグを使用したコンクリート製品です。
【循環資源】　●産業廃棄物溶融スラグ　  通常製品と同等の品質を有しています。

第0127001号
SC-L形擁壁

第0127007号
SC-ベンチフリュームボックス暗渠

第0127003号
SC-排水フリューム

第0127010号
SC-Hi-P水路

第0127004号
SC-VS側溝

■事業者

■製造事業場

中栄コンクリート工業（株）
八戸市大字河原木字長円坊堀56-1　TEL.0178-28-2231　FAX.0178-28-3019　http://nakaei-gr.jp/nakaei_concrete/

中栄コンクリート工業（株）　五戸工場
三戸郡五戸町字応田14　TEL.0178-62-5858　FAX.0178-62-5859

溶融スラグは、廃棄物や廃棄物を焼却した灰等を1,200℃以上の高温で完全な融
解状態に溶融して生成される副産物です。
有害物質などの所定の基準を満たしたものは、砂等の代替品として使用できます。
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第28回  認定製品 【認定有効期間】令和2年3月6日～令和5年3月31日

認定番号:第0128001号
製品名  SC-大型フリューム

認定番号:第0128003号
製品名  SC-河川景観に配慮したコンクリートブロック（積みブロック）

認定番号:第0128005号
製品名  SC-落ちふた式U形側溝
認定番号:第0128008号
製品名  SC-排水フリューム

認定番号:第0128002号
製品名  SC-水路用L形

認定番号:第0128004号
製品名  SC-河川景観に配慮したコンクリートブロック（張りブロック）

認定番号:第0128006号
製品名  SC-L形側溝

認定番号:第0128007号
製品名  SC-ベンチフリューム

【品　　目】　●コンクリート製品
【循環資源】　●一般廃棄物溶融スラグ

【品　　目】　●コンクリート製品
【循環資源】　●一般廃棄物溶融スラグ

【品　　目】　●コンクリート製品
【循環資源】　●一般廃棄物溶融スラグ

一般廃棄物溶融スラグを使用したコンクリート製品です。
通常製品と同等の品質を有しています。

一般廃棄物溶融スラグを使用したコンクリート製品です。
通常製品と同等の品質を有しています。

一般廃棄物溶融スラグを使用したコンクリート製品です。
通常製品と同等の品質を有しています。

第0128001号
SC-大型フリューム

第0128003号
SC-河川景観に配慮したコンクリートブロック（積みブロック）

第0128005号
SC-落ちふた式U形側溝

第0128006号
SC-L形側溝

第0128004号
SC-河川景観に配慮したコンクリートブロック（張りブロック）

第0128007号
SC-ベンチフリューム

第0128008号
SC-排水フリューム

第0128002号
SC-水路用L形

■事業者

■事業者

■事業者

■製造事業場

■製造事業場

■製造事業場

共和コンクリート工業（株）
北海道札幌市北区北8条西3丁目28　TEL.011-736-0181　FAX.011-736-0187　https://www.kyowa-concrete.co.jp

（株）おいらせTIK
八戸市大字市川町字下田堺4-3　TEL.0178-80-7610　FAX.0178-80-7611

菱和コンクリート（株）
東京都文京区大塚3-5-9　TEL.03-5981-8691　FAX.03-5981-8692　http://www.ryowa-concrete.jp/

（株）おいらせTIK
八戸市大字市川町字下田堺4-3　TEL.0178-80-7610　FAX.0178-80-7611

一沢コンクリート工業（株）
岩手県久慈市長内町第37地割6番地1　TEL.0194-52-1811　FAX.0194-53-2233　https://www.ichisawa-con.net/

（株）おいらせTIK
八戸市大字市川町字下田堺4-3　TEL.0178-80-7610　FAX.0178-80-7611
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第28回  認定製品 【認定有効期間】令和2年3月6日～令和5年3月31日

認定番号:第0128009号
製品名  砂化ガラス入り再生加熱アスファルト混合物
　　 ②再生密粒度アスコン（13）、⑤再生密粒度アスコン（13F）、⑤再生密粒度アスコン（20F）

認定番号:第0128010号
製品名  GLSアスコン
　　 再生瀝青安定処理（20）ガラス入
　　 ①再生粗粒度アスコン（20）ガラス入
　　 ②再生密粒度アスコン（13）ガラス入
　　 ⑤再生密粒度アスコン（13F）ガラス入
　　 ⑤再生密粒度アスコン（20F）ガラス入

認定番号:第0128011号
製品名  SLGアスコン
　　 再生瀝青安定処理（20）スラグ入
　　 ①再生粗粒度アスコン（20）スラグ入
　　 ②再生密粒度アスコン（13）スラグ入
　　 ⑤再生密粒度アスコン（13F）スラグ入
　　 ⑤再生密粒度アスコン（20F）スラグ入

【品　　目】　●再生加熱アスファルト混合物
【循環資源】　●廃ガラス
　　　　　 ●アスファルトコンクリート塊

GLSアスコン
【品　　目】　●再生加熱アスファルト混合物
【循環資源】　●廃ガラス
　　　　　 ●アスファルトコンクリート塊

SLGアスコン
【品　　目】　●再生加熱アスファルト混合物
【循環資源】　●産業廃棄物溶融スラグ
　　　　　 ●アスファルトコンクリート塊

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊を使用した再生加熱アスファルト
混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊を使用した再生加熱アスファルト
混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

産業廃棄物溶融スラグ、アスファルトコンクリート塊を使用した再生加
熱アスファルト混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

■事業者及び
　製造事業場

■事業者

■製造事業場

（株）大三建設
八戸市大字尻内町字下毛合清水1-3　TEL.0178-21-2133　FAX.0178-21-2134　https://daisan-k.net/

（株）大三建設（八戸アスコン）
八戸市大字尻内町字下毛合清水1-3　TEL.0178-21-2133　FAX.0178-21-2134　https://daisan-k.net/

共同企業体十和田アスコン
十和田市大字切田字川原7-1　TEL.0176-23-2893　FAX.0176-23-7445
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認定番号:第0128013号
製品名  エク・シェル
　　 ②再生密粒度アスファルト混合物（13）、⑤再生密粒度アスファルト混合物（13F）
　　 ⑤再生密粒度アスファルト混合物（20F）
認定番号:第0128014号
製品名  ガラス入り再生加熱アスファルト混合物
　　 ②再生密粒度アスファルト混合物（13）ガラス入り、⑤再生密粒度アスファルト混合物（13F）ガラス入り
　　 ⑤再生密粒度アスファルト混合物（20F）ガラス入り
認定番号:第0128015号
製品名  スラグ入り再生加熱アスファルト混合物
　　 ②再生密粒度アスファルト混合物（13）スラグ入り、⑤再生密粒度アスファルト混合物（13F）スラグ入り
　　 ⑤再生密粒度アスファルト混合物（20F）スラグ入り

【品　　目】
　●再生加熱アスファルト混合物
【循環資源】
　●ホタテ貝殻
　●アスファルトコンクリート塊

【品　　目】
　●再生加熱アスファルト混合物
【循環資源】
　●廃ガラス
　●アスファルトコンクリート塊

【品　　目】
　●再生加熱アスファルト混合物
【循環資源】
　●一般廃棄物溶融スラグ
　●アスファルトコンクリート塊

ホタテ貝殻を骨材の一部として再利用
したアスファルト混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

廃ガラス、アスファルトコンクリート
塊を使用した再生加熱アスファルト混
合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

一般廃棄物溶融スラグ、アスファルト
コンクリート塊を使用した再生加熱ア
スファルト混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

■事業者及び
　製造事業場

青森共同アスコン共同企業体
青森市大字三内字沢部306-19　TEL.017-787-2088　FAX.017-787-2089

認定番号:第0128012号
製品名  ②再生密粒度アスコン（13）ガラス入り、⑤再生密粒度アスコン（13F）ガラス入り
　　⑤再生密粒度アスコン（20F）ガラス入り、⑦再生細粒度アスコン（13F）ガラス入り

【品　　目】　●再生加熱アスファルト混合物
【循環資源】　●廃ガラス
　　　　　 ●アスファルトコンクリート塊

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊を使用した
再生加熱アスファルト混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

■事業者及び
　製造事業場

共同企業体青森アステック
南津軽郡藤崎町大字水木字平中20-1　TEL.0172-65-2394　FAX.0172-65-3944
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第28回  認定製品 【認定有効期間】令和2年3月6日～令和5年3月31日

認定番号:第0128016号
製品名  ガラス入り再生加熱アスファルト混合物
　　②再生密粒度アスコン（13）ガラス入り、⑤再生密粒度アスコン（13F)ガラス入り
　　⑤再生密粒度アスコン（20F)ガラス入り

【品　　目】　●再生加熱アスファルト混合物
【循環資源】　●廃ガラス
　　　　　 ●アスファルトコンクリート塊

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊を使用した
再生加熱アスファルト混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

■事業者

■製造事業場

新産アスコン企業体
十和田市大字相坂字高清水78-455　TEL.0176-23-6175　FAX.0176-23-6170

新産アスコン企業体
上北郡六戸町大字折茂字今熊1191-1　TEL.0176-23-6117

認定番号:第0128017号
製品名  バーク堆肥　ナップ

認定番号:第0128019号
製品名  間伐フォレストフェンス

認定番号:第0128018号
製品名  植生基盤材　ナップS1

【品　　目】　●①特殊肥料　②植生基盤材
【循環資源】　●家畜ふん尿
　　　　　 ●バーク

【品　　目】　●歩道用防護柵
【循環資源】　●間伐材
　　　　　 ●低位利用木材

① 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届出済の家畜ふん
尿、バークを使用した特殊肥料です。

② 主に青森県内で発生した家畜ふん尿、バークを使用した植生
基盤材です。

間伐材、低位利用木材を使用した歩
道用防護柵です。
木材と鋼材のハイブリッド構造によ
り「防護柵設置基準」P種の強度を満
たしています。

■事業者

■事業者

■製造事業場

■製造事業場

相和物産（株）
上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎1050-1　TEL.0175-74-3139　https://souwa.jp/

相和物産（株）
上北郡東北町字ガス平898-5　TEL.0175-68-2996　FAX.0175-68-2222

（株）青工
青森市新田3丁目11-8　TEL.017-782-5281　FAX.017-781-7875　http://www.seikoh-web.co.jp/

上北森林組合　木材加工センター
十和田市大字奥瀬字生内268-1　TEL.0176-72-3111　FAX.0176-72-3114
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第0229003号
SC-Ｌ形側溝（LS1）

第0229007号
SC-ベンチフリュームふた

第0229014号
SC-融雪溝基本側溝
(上部バイパス型)

第0229015号
SC-融雪溝止水側溝
(上部バイパス型)

第0229018号
SC-横断ユニバーサル側溝

（株）ホクエツ東北
八戸市大字尻内町字下毛合清水3-27　TEL.0178-28-2311　FAX.0178-28-2314　https://www.hsnet.co.jp/

（株）ホクエツ東北　南部工場
上北郡東北町大字大浦字南家裏14-29　TEL.0176-56-5646　FAX.0176-56-5647

認定番号：第0229012号
製品名ＳＣ-横断ＶＳ側溝

認定番号：第0229004号
製品名 ＳＣ-落蓋式Ｕ形側溝(ＵＳ３)

認定番号：第0229005号
製品名 ＳＣ-落蓋式Ｕ形側溝ふた(ＵＳ３)

認定番号：第0229006号
製品名ＳＣ-ベンチフリューム

認定番号：第0229007号
製品名 ＳＣ-ベンチフリュームふた

認定番号：第0229008号
製品名 ＳＣ-基礎付歩車道境界ブロック

認定番号：第0229009号
製品名 ＳＣ-Ｌ型側溝(ＬＳ３)

認定番号：第0229001号
製品名 ＳＣ-歩車道境界ブロック

認定番号：第0229002号
製品名ＳＣ-地先境界ブロック

認定番号：第0229003号
製品名ＳＣ-Ｌ形側溝(ＬＳ１)

認定番号：第0229010号
製品名 ＳＣ-ＶＳ側溝

認定番号：第0229011号
製品名 ＳＣ-ＶＳ側溝ふた

認定番号：第0229024号
製品名 ＳＣ-鉄筋コンクリート境界杭

認定番号：第0229016号
製品名 ＳＣ-ユニバーサル側溝

認定番号：第0229017号
製品名 ＳＣ-ユニバーサル側溝ふた

認定番号：第0229018号
製品名 ＳＣ-横断ユニバーサル側溝

認定番号：第0229019号
製品名 ＳＣ-ユニバーサル側溝道路横断用ふた（覆工版）

認定番号：第0229020号
製品名ＳＣ-Ｕ型側溝(ＵＳ１)

認定番号：第0229021号
製品名 ＳＣ-Ｕ型側溝ふた(ＵＳ１)

認定番号：第0229013号
製品名 ＳＣ-横断ＶＳ側溝ふた(覆工版)

認定番号：第0229014号
製品名 ＳＣ-融雪溝基本側溝(上部バイパス型)

認定番号：第0229015号
製品名 ＳＣ-融雪溝止水側溝(上部バイパス型)

認定番号：第0229022号
製品名 ＳＣ-Ｕ型側溝(落蓋式)

認定番号：第0229023号
製品名ＳＣ-Ｕ型側溝ふた(落蓋式)

認定番号：第0229036号
製品名ＳＣ-根巻ブロック

認定番号：第0229028号
製品名 ＳＣ-集水桝(ＨＳ)

認定番号：第0229029号
製品名 ＳＣ-小型ボックスカルバート

認定番号：第0229030号
製品名 ＳＣ-ベンチフリュームボックス暗渠

認定番号：第0229031号
製品名 ＳＣ-皿型ＶＳ側溝

認定番号：第0229032号
製品名ＳＣ-皿型ＶＳ側溝ふた

認定番号：第0229033号
製品名ＳＣ-ＶＳ側溝用基礎版

認定番号：第0229025号
製品名 ＳＣ-暗渠側溝

認定番号：第0229026号
製品名ＳＣ-Ｌ型擁壁

認定番号：第0229027号
製品名ＳＣ-路面排水桝(ＲＨＭ)

認定番号：第0229034号
製品名 ＳＣ-ＲＣ板

認定番号：第0229035号
製品名ＳＣ-柵板

認定番号：第0229048号
製品名ＳＣ-排水フリューム

認定番号：第0229040号
製品名 ＳＣ-ＵＮＶＳ簡易基礎版

認定番号：第0229041号
製品名ＳＣ-ガード基礎ブロック

認定番号：第0229042号
製品名 ＳＣ-環境保全型積みブロック

認定番号：第0229043号
製品名 ＳＣ-環境保全型張りブロック

認定番号：第0229044号
製品名ＳＣ-大型積みブロック

認定番号：第0229045号
製品名ＳＣ-大型フリューム

認定番号：第0229037号
製品名 ＳＣ-土留ブロック

認定番号：第0229038号
製品名ＳＣ-簡易土留板

認定番号：第0229039号
製品名ＳＣ-植樹ます

認定番号：第0229046号
製品名 ＳＣ-鉄筋コンクリート水路用Ｌ型

認定番号：第0229047号
製品名ＳＣ-小型排水路

【品　　目】
【循環資源】

●コンクリート製品
●産業廃棄物溶融スラグ

産業廃棄物溶融スラグを使用したコンクリート製品です。
通常製品と同等の品質を有しています。

第29回  認定製品 【認定有効期間】令和2年9月14日～令和6年3月31日
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認定番号：第0230001号
製品名 再生加熱アスファルト混合物（ガラス入り）
②再生密粒度アスコン(１３)ガラス入り
⑤再生密粒度アスコン(２０Ｆ)ガラス入り
⑤再生密粒度アスコン(１３Ｆ)ガラス入り

②再生密粒度アスコン(２０)ホタテ貝殻入り
②再生密粒度アスコン(１３)ホタテ貝殻入り
⑤再生密粒度アスコン(２０Ｆ)ホタテ貝殻入り
⑤再生密粒度アスコン(１３Ｆ)ホタテ貝殻入り

認定番号：第0230002号
製品名 再生加熱アスファルト混合物（ホタテ貝殻入り）

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊を使用し
た再生加熱アスファルト混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

新栄建設（株）
青森市大字野内字菊川390　TEL.017-726-2095　FAX.017-726-2099

ホタテ貝殻を骨材の一部として再利用したアス
ファルト混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

（株）北斗
弘前市清野袋字岡部596-1　TEL.0172-34-7006　FAX.0172-31-1812　https://hokuto-aomori.jp/

【品　　目】

【循環資源】

●再生加熱アスファルト混合物
●廃ガラス
●アスファルトコンクリート塊

【品　　目】
【循環資源】

●再生加熱アスファルト混合物
●廃ガラス
●アスファルトコンクリート塊

【品　　目】
【循環資源】

●再生加熱アスファルト混合物
●ホタテ貝殻
●アスファルトコンクリート塊

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊を使用した再生加熱
アスファルト混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

認定番号：第0230003号
製品名ＲＧアスコン
②再生密粒度アスコン(１３)ガラス、⑤再生密粒度アスコン(１３Ｆ)ガラス
⑤再生密粒度アスコン(２０Ｆ)ガラス

（株）北斗（東奥アスコン）
青森市大字幸畑字阿部野179-1　TEL.017-738-5101　FAX.017-738-5103

第30回  認定製品 【認定有効期間】令和3年3月9日～令和6年3月31日

9



日本道路（株）南部中央アスコン
上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢155　TEL.0176-55-5500　FAX.0176-70-1006　https://www.nipponroad.co.jp/

【品　　目】

【循環資源】

●再生加熱アスファルト混合物
●廃ガラス
●アスファルトコンクリート塊

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊を使用した再生加熱
アスファルト混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

認定番号：第0230006号
製品名 ②再生密粒度アスコン（１３）ガラス入り、⑤再生密粒度アスコン（１３Ｆ）ガラス入り
⑤再生密粒度アスコン（２０Ｆ）ガラス入り

認定番号：第0230004号
製品名 Ｃ・Ｃファルト
Ｃ・Ｃファルト再生②密粒度アスコン（１３）
Ｃ・Ｃファルト再生⑤密粒度アスコン（２０Ｆ）
Ｃ・Ｃファルト再生⑤密粒度アスコン（１３Ｆ）

Ｃ・Ｃファルト・ウォームミックス再生②密粒度アスコン（１３）
Ｃ・Ｃファルト・ウォームミックス再生⑤密粒度アスコン（２０Ｆ）
Ｃ・Ｃファルト・ウォームミックス再生⑤密粒度アスコン（１３Ｆ）
　

認定番号：第0230005号
製品名 Ｃ・Ｃファルト・ウォームミックス

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊を使用した再生加熱
アスファルト混合物です。
Ｃ・Ｃファルト・ウォームミックスは、通常製品に比べ低い温度
で製造・施工することが可能な製品です。

共同企業体エコプラザ八戸
八戸市北インター工業団地3-1-1　TEL.0178-28-3414　FAX.0178-28-9939

【品　　目】
【循環資源】

●再生加熱アスファルト混合物
●廃ガラス
●アスファルトコンクリート塊

【品　　目】
【循環資源】

●再生加熱アスファルト混合物
●一般廃棄物溶融スラグ
●アスファルトコンクリート塊

一般廃棄物溶融スラグ、アスファルトコンクリート塊を使用
した再生加熱アスファルト混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

（株）北斗
弘前市清野袋字岡部596-1　TEL.0172-34-7006　FAX.0172-31-1812 　https://hokuto-aomori.jp/

（株）北斗（上北アスファルト共同プラント）
上北郡東北町字柳沢59-20　TEL.0175-63-2730　FAX.0175-63-2731

認定番号：第0230007号
②再生密粒度アスコン(13)-S、⑤再生密粒度アスコン(13F)-S
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リサイクル製品

廃ガラス 再生骨材13-0

認定番号：第0230008号
製品名 再生加熱アスファルト混合物ガラス入り

【品　　目】
【循環資源】

●再生加熱アスファルト混合物
●廃ガラス
●アスファルトコンクリート塊

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊を使用した
再生加熱アスファルト混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

日本道路（株）　青森合材センター
五所川原市大字福山字広富48-2　TEL.0173-29-3374　FAX.0173-29-3724　https://www.nipponroad.co.jp/

ホタテ貝殻を粉砕した特殊肥料です。
カルシウムが不足した土壌や酸性土壌
の改良に最適です。

認定番号：第0230009号

ホタテ貝殻を粉砕したグラウンド用
白線です。
運動場などで使用する消石灰は、ア
ルカリ性が強く、やけどや視力障害を
引き起こすこともありますが、スキャ
ロップマーカーは弱アルカリ性で、人
体や地球にやさしい製品です。

認定番号：第0230010号
製品名 ホタテで元気スキャロップマーカー

【品　　目】

【循環資源】

●特殊肥料

●ホタテ貝殻

【品　　目】

【循環資源】

●グラウンド用白線

●ホタテ貝殻

青森エコサイクル産業協同組合
青森市大字合子沢字松森259-19　TEL.017-764-2131　FAX.017-728-2815　http://www.aomori-eco.or.jp/　

②再精密粒度アスコン（13）ガラス入り、⑤再精密粒度アスコン（13F）ガラス入り
⑤再精密粒度アスコン（20F）ガラス入り

第30回  認定製品 【認定有効期間】令和3年3月9日～令和6年3月31日

認定番号:第0230011号
製品名  ＬＳスラグ

【品　　目】　●埋戻材
【循環資源】　●一般廃棄物

一般廃棄物溶融スラグのみを使用した埋戻材です。

■事業者

■製造事業場

青森エコクリエイション（株）
青森市里見一丁目22-35　TEL.017-766-3910　http://aomori-eco.co.jp/

青森市清掃工場
青森市大字鶴ヶ坂字早稲田241-1　TEL.017-757-8260　FAX.017-757-8261
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リサイクル製品

廃ガラス 再生骨材13-0

認定番号：第0230008号
製品名 再生加熱アスファルト混合物ガラス入り

【品　　目】
【循環資源】

●再生加熱アスファルト混合物
●廃ガラス
●アスファルトコンクリート塊

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊を使用した
再生加熱アスファルト混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

日本道路（株）　青森合材センター
五所川原市大字福山字広富48-2　TEL.0173-29-3374　FAX.0173-29-3724　https://www.nipponroad.co.jp/

ホタテ貝殻を粉砕した特殊肥料です。
カルシウムが不足した土壌や酸性土壌
の改良に最適です。

認定番号：第0230009号

ホタテ貝殻を粉砕したグラウンド用
白線です。
運動場などで使用する消石灰は、ア
ルカリ性が強く、やけどや視力障害を
引き起こすこともありますが、スキャ
ロップマーカーは弱アルカリ性で、人
体や地球にやさしい製品です。

認定番号：第0230010号
製品名 ホタテで元気スキャロップマーカー

【品　　目】

【循環資源】

●特殊肥料

●ホタテ貝殻

【品　　目】

【循環資源】

●グラウンド用白線

●ホタテ貝殻

青森エコサイクル産業協同組合
青森市大字合子沢字松森259-19　TEL.017-764-2131　FAX.017-728-2815　http://www.aomori-eco.or.jp/　

②再精密粒度アスコン（13）ガラス入り、⑤再精密粒度アスコン（13F）ガラス入り
⑤再精密粒度アスコン（20F）ガラス入り

第0331005号
SC-ベンチフリューム

第0331007号
SC-基礎付歩車道境界ブロック

第0331012号
SC-横断用VS側溝

第0331015号
SC-U型側溝（落蓋式）

第0331018号
SC-集水桝

第0331010号
SC-VS側溝

中栄コンクリート工業（株）
八戸市大字河原木字長円坊堀56-1　TEL.0178-28-2231　FAX.0178-28-3019　http://nakaei-gr.jp/nakaei_concrete/

中栄コンクリート工業（株）　高館工場
八戸市大字河原木字長円坊堀56-1　TEL.0178-28-2231　FAX.0178-28-3019

認定番号：第0331009号
製品名 SC-L型側溝

認定番号：第0331010号
製品名 SC-VS側溝

認定番号：第0331011号
製品名 SC-VS側溝ふた

認定番号：第0331004号
製品名 SC-落蓋式U型側溝ふた(US3)

認定番号：第0331005号
製品名 SC-ベンチフリューム

認定番号：第0331006号
製品名 SC-ベンチフリュームふた

認定番号：第0331001号
製品名 SC-歩車道境界ブロック

認定番号：第0331002号
製品名 SC-地先境界ブロック

認定番号：第0331003号
製品名 SC-落蓋式U型側溝(US3)

認定番号：第0331012号
製品名 SC-横断用VS側溝

認定番号：第0331007号
製品名 SC-基礎付歩車道境界ブロック

認定番号：第0331008号
製品名 SC-L型側溝(LS3)

認定番号：第0331013号
製品名 SC-U型側溝(US1)

認定番号：第0331014号
製品名 SC-U型側溝ふた(US1)

認定番号：第0331015号
製品名 SC-U型側溝(落蓋式）

認定番号：第0331016号
製品名 SC-U型側溝ふた(落蓋式）

認定番号：第0331017号
製品名 SC-鉄筋コンクリート境界杭

認定番号：第0331018号
製品名 SC-集水桝

認定番号：第0331019号
製品名 SC-路面排水桝

認定番号：第0331020号
製品名 SC-大型フリューム

認定番号：第0331021号
製品名 SC-排水フリューム

産業廃棄物溶融スラグを使用したコンクリート製品です。
通常製品と同等の品質を有しています。

【品　　目】
【循環資源】

●コンクリート製品
●産業廃棄物溶融スラグ

認定番号：第0331022号
製品名 ＳＣ-横断用ＶＳ側溝用ふた（覆工版）

認定番号：第0331023号
製品名ＳＣ-小型排水溝

第31回  認定製品 【認定有効期間】令和3年9月10日～令和7年3月31日
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第0331024号・第0331026号
グリーンバーク1号

第0331025号・第0331027号
グリーンバーク2号

【品　　目】
【循環資源】

●①特殊肥料②植生基盤材
●バーク
●鶏糞

さかえ農事（有） 
八戸市大字金浜字折場沢31-309　TEL.0178-25-2500　FAX.0178-25-5522

さかえ農事（有）　金浜処理場
八戸市大字金浜字折場沢31-288　TEL.0178-25-2500　FAX.0178-25-5522

①肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届出済
のバーク、鶏糞を使用した特殊肥料です。

②主に青森県内で発生した循環資源のバーク、鶏糞を
使用した植生基盤材です。

認定番号：①第0331024号・②第0331026号
製品名 グリーンバーク１号

認定番号：①第0331025号・②第0331027号
製品名 グリーンバーク２号

認定番号：第0331039号
製品名ＳＣ-歩車道境界ブロック

認定番号：第0331040号
製品名 ＳＣ-防草型境界ブロック

認定番号：第0331031号
製品名 ＳＣ-ＦＸ大型可変側溝(縦断用)

認定番号：第0331032号
製品名 ＳＣ-ＦＸ大型可変側溝(横断用)

認定番号：第0331033号
製品名ＳＣ-ＦＸ大型可変側溝ふた

認定番号：第0331034号
製品名 ＳＣ-ＦＸドレーン

認定番号：第0331035号
製品名ＳＣ-ＦＸドレーンふた

認定番号：第0331036号
製品名 ＳＣ-FXドレーンふた(排水溝付)

認定番号：第0331028号
製品名 ＳＣ-ＦＸ可変側溝(縦断用)

認定番号：第0331029号
製品名ＳＣ-ＦＸ可変側溝(横断用)

認定番号：第0331030号
製品名ＳＣ-ＦＸ可変側溝ふた

認定番号：第0331037号
製品名 ＳＣ-横断グレーチング側溝

認定番号：第0331038号
製品名 ＳＣ-落ちふた式Ｕ形側溝ふた

第0331028号
SC-FX可変側溝（縦断用）

第0331031号
SC-FX大型可変側溝（縦断用）

第0331038号
SC-落ちふた式Ｕ形側溝ふた

第0331039号
SC-歩車道境界ブロック

【品　　目】
【循環資源】

●コンクリート製品
●一般廃棄物溶融スラグ

一般廃棄物溶融スラグを使用したコンクリート製品です。
通常製品と同等の品質を有しています。

一沢コンクリート工業（株）
 岩手県久慈市長内町第37地割6番地1　TEL.0194-52-1811　FAX.0194-53-2233　https://www.ichisawa-con.net/

（株）おいらせＴＩＫ
八戸市大字市川町字下田堺4-3　TEL.0178-80-7610　FAX.0178-80-7611

第31回  認定製品 【認定有効期間】令和3年9月10日～令和7年3月31日
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第0332001号
SC-歩車道境界ブロック

第0332002号
SC-落蓋式Ｕ形側溝(US3)

第0332003号
SC-ベンチフリューム

【品　　目】
【循環資源】

●コンクリート製品
●一般廃棄物溶融スラグ

青森前田コンクリート工業（株）
十和田市大字大沢田字北野166-2　TEL.0176-27-2101　FAX.0176-27-2103

青森前田コンクリート工業（株）　十和田工場
十和田市大字大沢田字北野166-2　TEL.0176-27-2101　FAX.0176-27-2103

一般廃棄物溶融スラグを使用したコンクリート製品です。
通常製品と同等の品質を有しています。

認定番号：第0332004号
SC-ベンチフリュームふた

認定番号：第0332005号
SC-Ｌ型側溝（ＬＳ３）

認定番号：第0332006号
製品名 SC-MVドレーン

認定番号：第0332001号
SC-歩車道境界ブロック

認定番号：第0332002号
SC-落蓋式Ｕ形側溝（US3）

認定番号：第0332003号
製品名 SC-ベンチフリューム

認定番号：第0332007号
SC-横断用MVドレーン

認定番号：第0332008号
SC-横断用VS側溝用ふた（覆工板）

認定番号：第0332018号
製品名 SC-U型側溝

認定番号：第0332019号
製品名 SC-U型側溝ふた

認定番号：第0332020号
製品名 SC-U型側溝(落蓋式）

認定番号：第0332013号
製品名 SC-落蓋式U形側溝ふた

認定番号：第0332014号
製品名 SC-ベンチフリューム

認定番号：第0332015号
製品名 SC-L形側溝

認定番号：第0332010号
製品名 SC-歩車道境界ブロック

認定番号：第0332011号
製品名 SC-地先境界ブロック

認定番号：第第0332012号
製品名 SC-落蓋式U形側溝

認定番号：第0332021号
製品名 SC-U型側溝ふた(落蓋式）

認定番号：第0332016号
製品名 SC-VS側溝

認定番号：第0332017号
製品名 SC-VS側溝ふた

認定番号：第0332022号
製品名 SC-小型排水路

認定番号：第0332023号
製品名 SC-融雪溝止水側溝(上部バイパス型)

認定番号：第0332024号
製品名 SC-横断VS側溝

認定番号：第0332025号
製品名 SC-横断VS側溝ふた

認定番号：第0332026号
製品名 SC-L型擁壁

認定番号：第0332027号
製品名 SC-路面排水枡

認定番号：第0332028号
製品名 SC-大型フリューム

認定番号：第0332029号
製品名 SC-排水フリューム

認定番号：第0332030号
製品名 SC-鉄筋コンクリート水路用L形

【品　　目】
【循環資源】

●コンクリート製品
●一般廃棄物溶融スラグ

一般廃棄物溶融スラグを使用したコンクリート製品です。
通常製品と同等の品質を有しています。

新和コンクリート工業（株）
新潟県南魚沼市坂戸485　TEL.025-772-2579　FAX.025-773-6446　http://swck.jp/

新和コンクリート工業（株）　青森工場
東津軽郡平内町大字藤沢字上萢88-1　TEL.017-755-2372　FAX.017-755-5210

第0332014号
SC-ベンチフリューム

第0332017号
SC-VS側溝ふた

第0332012号
SC-落蓋式U形側溝

第0332013号
SC-落蓋式U型側溝ふた

第0332015号
SC-L形側溝

第0332024号
SC-横断VS側溝

製品名 製品名

製品名 製品名

製品名

認定番号：第0332009号
SC-鉄筋コンクリート大型フリューム製品名製品名

第32回  認定製品 【認定有効期間】令和4年3月4日～令和7年3月31日
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【品　　目】
【循環資源】

●再生加熱アスファルト混合物
●廃ガラス
●アスファルトコンクリート塊

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊を使用した再生加熱アスファルト混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

（株）北斗
弘前市大字清野袋字岡部596-1　TEL.0172-34-7006　FAX.0172-31-1812　https://hokuto-aomori.jp/

（株）北斗（弘前アスコン）
弘前市大字清野袋字岡部596-1　TEL.0172-34-7006　FAX.0172-31-1812

認定番号：第0332031号
ＲＧアスコン

第0332032号
SC-歩車道境界ブロック

第0332033号
SC-落蓋式U形側溝

第0332035号
SC-ベンチフリューム

第0332036号
SC-VS側溝

第0332038号
SC-U型側溝

第0332039号
SC-U型側溝(落蓋式)

【品　　目】
【循環資源】

●コンクリート製品
●一般廃棄物溶融スラグ

一般廃棄物溶融スラグを使用したコンクリート製品です。
通常製品と同等の品質を有しています。

（株）山健
弘前市大字門外字村井50-1　TEL.0172-28-2111　FAX.0172-28-2122　
https://www.yamaken-con.jp/

認定番号：第0332040号
製品名 SC-U型側溝ふた(落蓋式）

認定番号：第0332041号
製品名 SC-L形側溝

認定番号：第0332042号
製品名 SC-鉄筋コンクリート境界杭

認定番号：第0332035号
製品名 SC-ベンチフリューム

認定番号：第0332036号
製品名 SC-VS側溝

認定番号：第0332037号
製品名 SC-VS側溝ふた

認定番号：第0332032号
製品名 SC-歩車道境界ブロック

認定番号：第0332033号
製品名 SC-落蓋式U形側溝

認定番号：第0332034号
製品名 SC-落蓋式Ｕ形側溝ふた

認定番号：第0332043号
製品名 SC-L型擁壁

認定番号：第0332038号
製品名 SC-U型側溝

認定番号：第0332039号
製品名 SC-U型側溝(落蓋式）

認定番号：第0332044号
製品名 SC-集水枡

認定番号：第0332045号
製品名 SC-路面排水枡

認定番号：第0332046号
製品名 SC-大型フリューム

認定番号：第0332047号
製品名 SC-排水フリューム

認定番号：第0332048号
製品名 SC-平張ブロック

認定番号：第0332049号
製品名 SC-地先境界ブロック

認定番号：第0332050号
製品名 SC-ベンチフリュームふた

認定番号：第0332051号
製品名 SC-横断VS側溝ふた(覆工版)

認定番号：第0332052号
製品名 SC-U型側溝ふた

認定番号：第0332053号
製品名 SC-鉄筋コンクリート水路用L形

認定番号：第0332054号
製品名 SC-ベンチフリュームボックス暗渠

認定番号：第0332055号
製品名 SC-法枠ブロック
認定番号：第0332058号
SC-根巻ブロック

認定番号：第0332056号
製品名 SC-VS側溝用基礎板

認定番号：第0332057号
製品名 SC-柵板 製品名

認定番号：第0332059号
製品名 SC-植樹桝

認定番号：第0332060号
製品名 SC-ガードレール基礎ブロック

②再生密粒度アスコン（13）ガラス、⑤再生密粒度アスコン（13F）ガラス
⑤再生密粒度アスコン（20F）ガラス

第32回  認定製品 【認定有効期間】令和4年3月4日～令和7年3月31日

15



【品　　目】

【循環資源】

●再生加熱アスファルト混合物
●廃ガラス
●アスファルトコンクリート塊

廃ガラス、アスファルトコンクリート塊を使用した再生加熱アスファルト混合物です。
通常製品と同等の品質を有しています。

鹿島道路（株）
東京都文京区後楽1-7-27　TEL.03-5802-8001　FAX.03-5802-8017　httpｓ://www.kajimaroad.co.jp/

鹿島道路（株）　八戸合材製造所　（みちのく八戸中央アスコン）
八戸市沼館4-7-21　TEL.0178-43-0344　FAX.0178-47-5867

認定番号：第0332061号
ガラス入り再生加熱アスファルト混合物

認定番号：第0332071号
製品名 SC-横断VS側溝

認定番号：第0332072号
製品名 SC-横断VS側溝ふた
認定番号：第0332075号
製品名 SC-U型側溝

認定番号：第0332065号
製品名 SC-落ちふた式U形側溝ふた

認定番号：第0332066号
製品名 SC-ベンチフリューム

認定番号：第0332068号
製品名 SC-L形側溝

認定番号：第0332062号
製品名 SC-歩車道境界ブロック

認定番号：第0332063号
製品名 SC-地先境界ブロック

認定番号：第0332064号
製品名 SC-落ちふた式U形側溝

認定番号：第0332076号
製品名 SC-U型側溝ふた

認定番号：第0332073号
製品名 SC-上ぶた式U形側溝

認定番号：第0332074号
製品名 SC-上ぶた式U形側溝ふた

認定番号：第0332069号
製品名 SC-VS側溝

認定番号：第0332070号
製品名 SC-VS側溝ふた

認定番号：第0332078号
製品名 SC-U型側溝ふた(落蓋式）

認定番号：第0332079号
製品名 SC-鉄筋コンクリート境界杭

認定番号：第0332081号
製品名 SC-路面排水桝

認定番号：第0332082号
製品名 SC-小型排水路

認定番号：第0332067号
製品名 SC-ベンチフリュームふた

認定番号：第0332083号
製品名 SC-ベンチフリュームボックス暗渠
認定番号：第0332086号
製品名 SC-照明灯用ポール基礎

認定番号：第0332085号
製品名 SC-ハンドホール

認定番号：第0332084号
製品名 SC-小型ボックスカルバート

【品　　目】
【循環資源】

●コンクリート製品
●一般廃棄物溶融スラグ

一般廃棄物溶融スラグを使用したコンクリート製品です。
通常製品と同等の品質を有しています。

永井コンクリート工業（株）
新潟県柏崎市西山町礼拝457　TEL.0257-47-2331　FAX.0257-47-2336　https://www.nagai-con.com/

永井コンクリート工業（株）　青森工場
青森市浪岡大字徳才子字山本175　TEL.0172-62-0715　FAX.0172-62-0719

第0332062号
SC-歩車道境界ブロック

第0332069号
SC-VS側溝

第0332079号
SC-鉄筋コンクリート境界杭

第0332064号
SC-落ちふた式U形側溝

第0332081号
SC-路面排水桝

第0332085号
SC-ハンドホール

認定番号：第0332077号
製品名 SC-U型側溝(落蓋式）
認定番号：第0332080号
製品名 SC-集水桝

②ガラス入り再生密粒度アスコン（13）、⑤ガラス入り再生密粒度アスコン（13F）
⑤ガラス入り再生密粒度アスコン（20F）
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①第0332124号・②第0332153号
SC-環境保全型張りブロック

①第0332122号
SC-ガード基礎ブロック

①第0332128号・②第0332151号
SC-小型排水路

①第0332090号・②第0332133号
SC-落蓋式U形側溝(US3)

①第0332094号・②第0332136号
SC-基礎付歩車道境界ブロック

①第0332102号・②第0332141号
SC-ユニバーサル側溝

①第0332112号・②第0332148号
SC-暗渠側溝

①第0332114号・②第0332149号
SC-路面排水桝（RHM）

①第0332116号
SC-小型ボックスカルバート

①第0332120号
SC-VS側溝用基礎版

【品　　目】
【循環資源】

●コンクリート製品
●一般廃棄物溶融スラグ

一般廃棄物溶融スラグを使用したコンクリート製品です。
通常製品と同等の品質を有しています。

（株）ホクエツ東北
八戸市大字尻内町字下毛合清水3-27　TEL.0178-28-2311　FAX.0178-28-2314　https://www.hsnet.co.jp/

①（株）ホクエツ東北　弘前工場
南津軽郡田舎館村大字川部字富岡68-2　TEL.0172-58-2430　FAX.0172-58-2543

②（株）ホクエツ東北　五所川原工場
五所川原市大字高瀬字雲雀野11-1　TEL.0173-36-2101　FAX.0173-36-2844

認定番号：①第0332095号・②第0332137号
製品名 SC-Ｌ型側溝（ＬＳ３）

認定番号：①第0332096号
製品名 SC-ＶＳ側溝

認定番号：①第0332097号
製品名 SC-ＶＳ側溝ふた

認定番号：①第0332090号・②第0332133号
製品名 SC-落蓋式U形側溝（US3）

認定番号：①第0332091号・②第0332134号
製品名 SC-落蓋式U形側溝ふた（ＵＳ３）

認定番号：①第0332092号・②第0332135号
製品名 SC-ベンチフリューム

認定番号：①第0332087号・②第0332130号
製品名 SC-歩車道境界ブロック

認定番号：①第0332088号・②第第0332131号
製品名 SC-地先境界ブロック

認定番号：①第0332089号・②第0332132号
製品名 SC-Ｌ形側溝（ＬＳ１）

認定番号：①第0332098号
製品名 SC-横断ＶＳ側溝

認定番号：①第0332093号
製品名 SC-ベンチフリュームふた

認定番号：①第0332094号・②第0332136号
製品名 SC-基礎付歩車道境界ブロック

認定番号：①第0332099号
製品名 SC-横断ＶＳ側溝ふた（覆工版）

認定番号：①第0332100号・②第0332145号
製品名 SC-融雪溝基本側溝（上部バイパス型）

認定番号：①第0332101号・②第0332146号
製品名 SC-融雪溝止水側溝（上部バイパス型）

認定番号：①第0332102号・②第0332141号
製品名 SC-ユニバーサル側溝

認定番号：①第0332103号・②第0332142号
製品名 SC-ユニバーサル側溝ふた

認定番号：①第0332104号・②第0332144号
製品名 SC-横断ユニバーサル側溝

認定番号：①第0332105号
製品名 SC-ユニバーサル側溝道路横断用ふた(覆工版)

認定番号：①第0332107号・②第0332138号
製品名 SC-Ｕ型側溝（ＵＳ１）

認定番号：①第0332106号・②第0332143号
製品名 SC-UNVS簡易基礎版

認定番号：①第0332108号
製品名 SC-Ｕ型側溝ふた（ＵＳ１）

認定番号：①第0332109号・②第0332139号
製品名 SC-Ｕ型側溝（落蓋式）

認定番号：①第0332110号・②第0332140号
製品名 SC-Ｕ型側溝ふた（落蓋式）

認定番号：①第0332111号・②第0332150号
製品名 SC-鉄筋コンクリート境界杭

認定番号：①第0332112号・②第0332148号
製品名 SC-暗渠側溝

認定番号：①第0332113号・②第0332147号
製品名 SC-Ｌ型擁壁

SC-路面排水桝（RHM）
認定番号：①第0332114号・②第0332149号
製品名

認定番号：①第0332115号
製品名 SC-集水桝（HS）

認定番号：①第0332116号
製品名 SC-小型ボックスカルバート

認定番号：①第0332117号
製品名 SC-ベンチフリュームボックス暗渠

認定番号：①第0332118号
製品名 SC-皿型ＶＳ側溝

認定番号：①第0332119号
製品名 SC-皿型ＶＳ側溝ふた

認定番号：①第0332120号
製品名 SC-ＶＳ側溝用基礎版

認定番号：①第0332121号
製品名 SC-植樹ます

認定番号：①第0332122号
製品名 SC-ガード基礎ブロック

認定番号：①第0332124号・②第0332153号
製品名 SC-環境保全型張りブロック

認定番号：①第0332125号・②第0332154号
製品名 SC-大型積みブロック

認定番号：①第0332123号・②第0332152号
製品名 SC-環境保全型積みブロック

認定番号：①第0332128号・②第0332151号
製品名 SC-小型排水路

認定番号：①第0332126号
製品名 SC-大型フリューム

認定番号：①第0332127号
製品名 SC-鉄筋コンクリート水路用Ｌ型

認定番号：①第0332129号
製品名 SC-排水フリューム

※①は弘前工場、②は五所川原工場で製造された製品です。

第32回  認定製品 【認定有効期間】令和4年3月4日～令和7年3月31日
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第0332173号
SC-河川環境に配慮したコンクリートブロック（張りタイプ）

第0332174号
SC-河川環境に配慮したコンクリートブロック（積みタイプ）

認定番号：第0332163号
製品名 SC-自由勾配側溝縦断用

認定番号：第0332164号
製品名 SC-自由勾配側溝横断用

認定番号：第0332165号
製品名 SC-自由勾配側溝縦断用蓋

認定番号：第0332158号
製品名 SC-落ちふた式U形側溝用蓋

認定番号：第0332159号
製品名 SC-上ぶた式U形側溝

認定番号：第0332160号
製品名 SC-上ぶた式U形側溝用蓋

認定番号：第0332155号
製品名 SC-歩車道境界ブロック

認定番号：第0332156号
製品名 SC-地先境界ブロック

認定番号：第0332157号
製品名 SC-落ちふた式U形側溝

認定番号：第0332166号
製品名 SC-落蓋式U型側溝

認定番号：第0332161号
製品名 SC-ベンチフリューム

認定番号：第0332162号
製品名 SC-L形側溝

認定番号：第0332167号
製品名 SC-落蓋式U型側溝用蓋

認定番号：第0332168号
製品名 SC-U型側溝

認定番号：第0332169号
製品名 SC-U型側溝用蓋

認定番号：第0332170号
製品名 SC-路面排水桝

認定番号：第0332171号
製品名 SC-L型擁壁

認定番号：第0332172号
製品名 SC-法枠ブロック

【品　　目】
【循環資源】

●コンクリート製品
●一般廃棄物溶融スラグ

一般廃棄物溶融スラグを使用したコンクリート製品です。
通常製品と同等の品質を有しています。

（有）大下ブロック工業所
岩手県二戸市金田一字駒焼場46-2　TEL.0195-23-5003　FAX.0195-23-5009

（有）大下ブロック工業所　五戸工場
三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平1-643　TEL.0178-32-0742　FAX.0178-32-0752

第0332157号
SC-落ちふた式U形側溝

第0332158号
SC-落ちふた式U形側溝用蓋

第0332159号
SC-上ぶた式U形側溝

第0332160号
SC-上ぶた式U形側溝用蓋

第0332161号
SC-ベンチフリューム

第0332166号
SC-落蓋式U型側溝

第0332167号
SC-落蓋式U型側溝用蓋

第0332172号
SC-法枠ブロック

第0332168号
SC-U型側溝

第0332170号
SC-路面排水桝

共和コンクリート工業（株）
北海道札幌市北区北8条西3丁目28　TEL.011-736-0181　FAX.011-736-0187　https://www.kyowa-concrete.co.jp

（株）おいらせＴＩＫ
八戸市大字市川町字下田堺4-3　TEL.0178-80-7610　FAX.0178-80-7611

認定番号：第0332178号
製品名 SC-法留ブロック

認定番号：第0332179号
製品名 SC-Ｌ型擁壁
認定番号：第0332182号
製品名 SC-シーブロックⅡ-２

認定番号：第0332173号
製品名 SC-河川環境に配慮したコンクリートブロック（張りタイプ）

認定番号：第0332174号
製品名 SC-河川環境に配慮したコンクリートブロック（積みタイプ）
認定番号：第0332177号
製品名 SC-大型積みブロック

認定番号：第0332175号
製品名 SC-積小口止ブロック

認定番号：第0332176号
製品名 SC-水平ブロック積基礎ブロック

認定番号：第0332180号
製品名 SC-集水桝

認定番号：第0332181号
製品名 SC-シーブロックⅡ-１

一般廃棄物溶融スラグを使用したコンク
リート製品です。
通常製品と同等の品質を有しています。

【品　　目】
【循環資源】

●コンクリート製品
●一般廃棄物溶融スラグ
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【品　　目】
【循環資源】

●植生基盤材
●バーク
●鶏糞

富士見工業（株）
静岡県静岡市駿河区富士見台1-21-22　TEL.054-283-2933　FAX.054-283-2969　https://fujimi-group.co.jp

さかえ農事（有）　金浜処理場
八戸市大字金浜字折場沢31-288　TEL.0178-25-2500　FAX.0178-25-5522

主に青森県内で発生した循環資源のバーク、
鶏糞を使用した植生基盤材です。

認定番号：第0332183号
製品名 フジミソイル５号

（一財）日本森林林業振興会
東京都文京区後楽1-7-12　TEL.03-3816-2471　FAX.03-3816-2471　http://www.center-green.or.jp/  
青森市柳川2-3-35　TEL.017-766-4977　FAX.017-781-1509　http://www.center-green.or.jp/aomori/

上北森林組合　木材加工センター
十和田市大字奥瀬字生内268-1　TEL.0176-72-3111　FAX.0176-72-3114　http://www.kamikita-kfa.jp/

【品　　目】
【循環資源】

●木質系土木資材
●間伐材
●低位利用木材

認定番号：第0332185号
製品名 木製ブロック（ウッドブロック）

認定番号：第0332184号
製品名 木製路面排水溝（シスイエース）

間伐材、低位利用木材を使用した木質系土木資材です。
自然環境との調和に優れた製品で道路等に設置することができます。

第0332185号
木製ブロック（ウッドブロック）

第0332184号
木製路面排水溝（シスイエース）

第32回  認定製品 【認定有効期間】令和4年3月4日～令和7年3月31日
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第0332186号
moku 丸太ダム

第0332205号
moku 工事看板フレーム

第0332197号
moku 散策木路

第0332199号
moku 木橋

第0332200号
moku 安全柵

第0332201号
moku ガードレール

【品　　目】
【循環資源】

●木質系土木資材
●間伐材
●低位利用木材

間伐材、低位利用木材を使用した木質系土木資材です。
自然環境との調和に優れた製品で公園や広場等に設置することができます。

認定番号：第0332194号

製品名 moku 排水溝
認定番号：第0332195号

製品名 moku U字溝フタ
認定番号：第0332196号

製品名 moku Con自然仕上パネル

認定番号：第0332189号

製品名 moku 斜面安定柵
認定番号：第0332190号

製品名 moku 法面保護枠
認定番号：第0332191号

製品名 moku 法面保護パネル

認定番号：第0332186号

製品名 moku 丸太ダム
認定番号：第0332187号

製品名 moku 木工沈床
認定番号：第0332188号

製品名 moku 校倉土留枠

認定番号：第0332197号

製品名 moku 散策木路

認定番号：第0332192号

製品名 moku 防風柵
認定番号：第0332193号

製品名 moku せせらぎ流路

認定番号：第0332198号

製品名 moku デッキ
認定番号：第0332199号

製品名 moku 木橋
認定番号：第0332200号

製品名 moku 安全柵
認定番号：第0332201号

製品名 moku ガードレール
認定番号：第0332202号

製品名 moku モックステップ
認定番号：第0332203号

製品名 moku 架台
認定番号：第0332204号

製品名 moku 案内板
認定番号：第0332205号

製品名 moku 工事看板フレーム
認定番号：第0332206号

製品名 moku 標識･指示標
認定番号：第0332207号

製品名 moku 標柱
認定番号：第0332208号

製品名 moku 野外ベンチ・テーブル
認定番号：第0332209号

製品名 moku あずまや
認定番号：第0332210号
製品名 moku パーゴラ

認定番号：第0332211号

製品名 moku 車止
認定番号：第0332212号

moku 春小川のドジョウ階段・ワンドBOX（KS型）製品名

認定番号：第0332215号

moku 支柱丸太製品名

認定番号：第0332213号

製品名 moku バリケード
認定番号：第0332214号

製品名 moku プランターBOX

上北森林組合
上北郡七戸町字森ノ上87-1　TEL.0176-69-1200　FAX.0176-69-1201　http://www.kamikita-kfa.jp/

上北森林組合　木材加工センター
十和田市大字奥瀬字生内268-1　TEL.0176-72-3111　FAX.0176-72-3114
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【品　　目】
【循環資源】

●木質系土木資材
●間伐材

間伐材を使用した木質系土木資材です。
自然環境との調和に優れた製品で公園や広場等に設置することができます。

認定番号：第0332224号
製品名 木製指示標示板

認定番号：第0332225号
製品名 木製樹木名板

認定番号：第0332226号
製品名 木製標柱

認定番号：第0332219号
製品名 木製水路

認定番号：第0332220号
製品名 木製階段

認定番号：第0332221号
製品名 木製パーゴラ

認定番号：第0332216号
製品名 間伐パネル

認定番号：第0332217号
製品名 木製防護柵

認定番号：第0332218号
製品名 木製ベンチ・テーブル

認定番号：第0332227号
製品名 木製ログワーク

認定番号：第0332222号
製品名 木製グレーチング

認定番号：第0332223号
製品名 木製案内板

認定番号：第0332228号
製品名 木製道路標識

認定番号：第0332229号
製品名 木製工事看板

認定番号：第0332230号
製品名 東屋

認定番号：第0332231号
製品名 木橋

認定番号：第0332232号
製品名 縁木

認定番号：第0332233号
製品名 木製防風柵

認定番号：第0332234号
製品名 木製土留柵

認定番号：第0332235号
製品名 木製花壇

認定番号：第0332236号
製品名 木製遮蔽パネル

青森県森林組合連合会
青森市松原1-16-25　TEL.017-723-2657　FAX.017-723-1505　http://aomori-pfau.or.jp/

青森県森林組合連合会　津軽木材流通センター
黒石市大字牡丹平字柏木山観音沢5　TEL.0172-52-5011　FAX.0172-52-2864

第0332216号
間伐パネル

第0332217号
木製防護柵

第0332220号
木製階段

第0332223号
木製案内板

第0332224号
木製指示標示板

第0332226号
木製標柱

青森県認定リサイクル製品認定状況（令和４年４月１日現在）

品目 認定製品数

R1 R2 R3
第27回 第28回 第29回 第30回 第31回 第32回

R1.9.16
� ～R5.3.31

R2.3.6
� ～R5.3.31

R2.9.14
� ～R6.3.31

R3.3.9
� ～R6.3.31

R3.9.10
� ～R7.3.31

R4.3.4
� ～R7.3.31

土木製品 359 10 18 48 9 38 236
コンクリート製品 282 10 8 48 36 180
アスファルト混合物 18 8 8 2
歩道用防護柵 1 1
木質系土木資材 53 53
埋戻材、凍上抑制材 1 1
植生基盤材 4 1 2 1

農業製品 4 1 1 2
特殊肥料 4 1 1 2

その他 1 1
グラウンド用白線 1 1

合計 364 10 19 48 11 40 236
※認定有効期間を残して更新した製品は、認定製品数から除いています。

第32回  認定製品 【認定有効期間】令和4年3月4日～令和7年3月31日
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【品　　目】
【循環資源】

●木質系土木資材
●間伐材

間伐材を使用した木質系土木資材です。
自然環境との調和に優れた製品で公園や広場等に設置することができます。

認定番号：第0332224号
製品名 木製指示標示板

認定番号：第0332225号
製品名 木製樹木名板

認定番号：第0332226号
製品名 木製標柱

認定番号：第0332219号
製品名 木製水路

認定番号：第0332220号
製品名 木製階段

認定番号：第0332221号
製品名 木製パーゴラ

認定番号：第0332216号
製品名 間伐パネル

認定番号：第0332217号
製品名 木製防護柵

認定番号：第0332218号
製品名 木製ベンチ・テーブル

認定番号：第0332227号
製品名 木製ログワーク

認定番号：第0332222号
製品名 木製グレーチング

認定番号：第0332223号
製品名 木製案内板

認定番号：第0332228号
製品名 木製道路標識

認定番号：第0332229号
製品名 木製工事看板

認定番号：第0332230号
製品名 東屋

認定番号：第0332231号
製品名 木橋

認定番号：第0332232号
製品名 縁木

認定番号：第0332233号
製品名 木製防風柵

認定番号：第0332234号
製品名 木製土留柵

認定番号：第0332235号
製品名 木製花壇

認定番号：第0332236号
製品名 木製遮蔽パネル

青森県森林組合連合会
青森市松原1-16-25　TEL.017-723-2657　FAX.017-723-1505　http://aomori-pfau.or.jp/

青森県森林組合連合会　津軽木材流通センター
黒石市大字牡丹平字柏木山観音沢5　TEL.0172-52-5011　FAX.0172-52-2864

第0332216号
間伐パネル

第0332217号
木製防護柵

第0332220号
木製階段

第0332223号
木製案内板

第0332224号
木製指示標示板

第0332226号
木製標柱

フェロニッケルスラグ、廃ガラス
を使用した製品です。
カラーバリエーションに富み、
景観との調和に優れたブロック
です。

ヒバの間伐材、低位利用木材を
使用した製品です。
自然環境との調和に優れた耐
久性の高いベンチです。

スギの間伐材、低位利用木材を
使用した製品です。
自然環境との調和に優れた温
かみのある案内板です。

１　工事中の表示

２　認定リサイクル製品の施工事例

県では、「青森県認定リサイ
クル製品優先使用指針」に
基づき、工事で認定リサイ
クル製品を使用する場合に
は、見やすい場所に認定マ
ークや製品名などを掲示し
ています。

認定リサイクル製品の品質
・安全性を広くＰＲし、普及
の促進を図るため、青い海
公園周辺で実際に使用しま
した。
皆さん是非、直接見て触れ
て、品質の良さを確かめて
ください。
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認定リサイクル製品の普及を図っています。
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製品認定の有効期間は、製品認定の日から3年目の年度末までです。

製品認定をしたときは、申請者に対し、

で

本誌は環境へのやさしさに配慮して、
ベジタブルインクを使用しています。

※各様式は青森県のホームページからダウンロードできます。

募集は、毎年５月と11月に行っています。

循環型社会推進グループ

循環型社会推進グループ

リサイクル製品に関し学識経験を有する者の意見を聴いて、申請内容の審査を行います。

令和４年４月
青　森　県

日本産業

（公財）

青森県認定

リサイクル製品

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/kankyoseisakuka-gyomugaiyo.html


