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再生材料を使用したプラスチック製品
海洋プラスチックアクセサリー
海洋プラスチック カエルデザイン(同)　220

(同)狩女の会　196

(同)狩女の会　197
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再生材料を利用した建築用製品
テクスチャー入り　装飾板ガラス
廃蛍光灯 ㈱サワヤ　217

磁器粉砕物利用薄層舗装材　N-グランドコート
廃棄ボーンチャイナ ㈱エコシステム　219

ＢＯＮＥＡＲＴＨ（ボーナス）
廃棄ボーンチャイナ ニッコー㈱　218
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畳縁名刺入れ・畳縁カードケース
文具類　ファイル･バインダー類

らくがき帳 バナナノート・ももノート
文具類　紙製品

家
庭
・
事
務
所
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：令和4年3月11日
　～令和7年3月31日

：令和4年3月11日
　～令和7年3月31日

家
庭
・
事
務
所
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カエルデザイン合同会社

合同会社狩女の会

：令和4年3月11日
　～令和7年3月31日

：合同会社狩女の会 ：合同会社狩女の会

合同会社狩女の会

：令和4年3月11日
　～令和7年3月31日

海洋プラスチックアクセサリー
その他　再生材料を使用したプラスチック製品

代表取締役：高柳　豊
住所：石川県金沢市瓢箪町2-6
TEL：090-3870-9782
URL：http://kaerudesign.net

：株式会社クリエイターズ
：海洋プラスチック
：500個
：3000円～5000円
：令和4年3月11日
：令和4年3月11日
　～令和7年3月31日 

みんなの
天ぷら油から
つくってる♪
リサイクル燃料で
CO₂削減

みんなの
天ぷら油から
つくってる♪
リサイクル燃料で
CO₂削減

家
庭
・
事
務
所
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：令和4年3月11日
　～令和7年3月11日

：14,850～16,600円/トン

8社9工場
㈱カガコン、㈱ミルコン（製造委託・石川ミルコン㈱）、
㈱ホクエツ北陸（小松）（金沢）、杉俣コンクリート工業㈱、
佐々波コンクリート工業㈱、セキサンピーシー㈱、
㈱なかしま（製造委託：中島建設㈱）、㈲飯田工業

URL：https://ishi-conc.jp/

：12,400～14,800円/トン

土
木
・
建
築
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土
木
・
建
築
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URL：https://ishi-conc.jp/

住所：石川県能美市寺井町口50番地

URL：https://ｗｗｗ.saigawagumi.com URL：https://ｗｗｗ.saigawagumi.com

URL：https://ｗｗｗ.eco-system.ne.jp
8社8工場

㈱カガコン、㈱ミルコン（製造委託・石川ミルコン㈱）、
㈱なかしま（製造委託：中島建設㈱）、杉俣コンクリート工業㈱、
㈱ホクエツ北陸（金沢）、㈲飯田工業、佐々波コンクリート工業㈱、
セキサンピーシー㈱

土
木
・
建
築
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住所：石川県能美市寺井町口50番地

住所：石川県能美市寺井町口50番地

住所：石川県能美市寺井町口50番地
代表取締役：連代　基弘

URL：https://ｗｗｗ.eco-system.ne.jp

URL：https://ｗｗｗ.eco-system.ne.jp

URL：https://ｗｗｗ.eco-system.ne.jp

：令和4年3月11日
　～令和7年3月31日

磁器粉砕物利用薄層舗装材　N-グランドコート
その他　舗装材

株式会社エコシステム
代表取締役：髙田　実
住所：石川県能美市寺井町ロ50番地
TEL：0761-58-6900
URL：https://www.eco-system.ne.jp/

：㈱エコシステム/ニッコー㈱
：廃棄陶磁器
：2000㎡
：4,000円/㎡
：令和4年3月11日
：令和4年3月11日
　～令和7年3月31日 

土
木
・
建
築

13



：令和4年3月11日
　～令和7年3月31日

土
木
・
建
築
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：令和4年3月11日
　～令和7年3月31日

代表取締役：西村　元秀

代表取締役：西村　元秀

土
木
・
建
築
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：令和4年3月11日
　～令和7年3月31日

：令和4年3月11日
　～令和7年3月31日

ニッコー株式会社

BONEARTH（ボナース）
その他　肥料・土壌改良材

代表取締役：三谷　明子
住所：石川県白山市相木町383番地
TEL：076-276-2121（代表）
URL：https://www.nikko-company.co.jp

：ニッコー株式会社白山工場
：不要となった廃ボーンチャイナ食器
：年間約20トン
：300g入り715円
　800g入り1,320円(税込）
　20㎏入り価格要相談
：令和4年3月11日
：令和4年3月11日
　～令和7年3月31日

土
木
・
建
築
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：令和4年3月11日
　～令和7年3月31日

：1,000㎥/年
：12,500円/㎥

URL：https://nakashimakensetu.co.jp/

：119,900円/枚

：佐々波コンクリート工業株式会社

株式会社サワヤ
代表取締役：尾崎　竜一郎
住所：石川県金沢市薬師堂町ロ17
TEL：076-224-3080
URL：https://www.studiorelight.com/

：株式会社サワヤ
　スタジオリライト
：廃蛍光灯ガラス
：約1.4トン/年　※R3年実績より
：仕様により異なる
：令和4年3月11日
：令和4年3月11日
　～令和7月3月31日

テクスチャー入り装飾板ガラス
その他　再生材料を利用した建築用製品

土
木
・
建
築
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石川県エコ・リサイクル認定製品の利用事例
家庭・事務所関係製品の利用事例
〇古紙（オフィスから出る上質紙、牛乳パック等）を使用したトイレットペーパー

認証番号：１
製 品 名：エコトイレットペーパー
認定企業：株式会社北國製紙所
製品紹介：古紙（オフィスから出る上質紙、
　　　　　牛乳パック等）を加熱蒸解による
　　　　　解繊、抄紙後、ロール状にした、
　　　　　古紙配合率100%のトイレットペーパー
導入事例：石川県庁、その他県内公共施設、
　　　　　医療機関、福祉施設、民間企業、飲食店

土木・建築関係製品の利用事例
〇瓦廃材を利用した透水性舗装材

認証番号：９
製 品 名：Ｋ－グランド（セメント固化・樹脂固化）
認定企業：株式会社エコシステム
製品紹介：瓦廃材を骨材化し、固化剤として
　　　　　①セメントと特殊混和材、
　　　　　②ポーラスコンクリート及び
　　　　　瓦骨材専用の特殊樹脂を使用した舗装材
導入事例：石川県立図書館（石川県施工）
　　　　　西部緑地公園（石川県施工）
　　　　　木場潟公園（石川県施工）

〇下水汚泥焼却灰を有効利用した再生加熱アスファルト混合物

認証番号：１６
製 品 名：リビルドアスコン
認定企業：株式会社金沢舗道
製品紹介：従来埋立処分される「下水汚泥焼却灰」を、
　　　　　アスファルト合材の材料である
　　　　　アスファルトフィラーとしてリサイクルし、
　　　　　利用したアスファルト合材
導入事例：二級河川高橋川 広域河川改修工事（石川県施工）
　　　　　上荒屋町線舗装補修工事（金沢市施工）
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〇間伐材製材時の端材を使用した木柵

認証番号：１３１
製 品 名：エコ木柵
認定企業：有限会社奥樹園
製品紹介：間伐材を製材した時に発生する、
　　　　　はね材・木端板をリサイクルして製造された木柵
導入事例：保安林緊急改良事業　吉原釜屋地区　森林整備工事（石川県施工）
　　　　　保安林保育事業　安宅地区　森林整備工事（石川県施工）
　　　　　防災林造成事業　新保地区　森林整備工事（石川県施工）

〇染色排水汚泥を活用した舗装用ブロック

認証番号：１８１
製 品 名：グリーンビズG（グラウンド）
認定企業：小松マテーレ株式会社
製品紹介：染色排水処理工程で発生する染色排水汚泥を
　　　　　活用した粒状発泡セラミックス「グリーンビ
　　　　　ズカリュー」やスラグを骨材として製造した
　　　　　舗装用ブロック
導入事例：石川県立中央病院（石川県施工）
　　　　　石川県立図書館（石川県施工）
　　　　　都市計画道路　湯本和倉温泉駅線（石川県施工）

〇カキ殻を利用した港湾用材

認証番号：２０５
製 品 名：魚礁・増殖礁　カルベース基質
認定企業：海洋土木株式会社
製品紹介：水産環境整備事業広域型増殖場造成工事において、
　　　　　餌料培養や藻類着生の基質として、
　　　　　「海のゆりかご」づくりに利用。
導入事例：水産環境整備事業広域型増殖場造成工事（石川県施工）

〇再生砂と瓦砂を利用した造園緑化材

認証番号：２０７
製 品 名：防草シール材　ミックスサンド
認定企業：中島建設株式会社
製品紹介：再生資源として再生砂と瓦砂を利用した
　　　　　透水性・保水性に優れた防草シール材
導入事例：白山市平木町地内用水路法面（石川県施工）
　　　　　北陸自動車道盛土斜面（法面）（民間工事施工）
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石川県エコ・リサイクル認定製品（認定番号順一覧表）

認定番号 分 類　及　び　製　品　名 再生資源 企業名 頁
1 衛生用紙　エコトイレットペーパー（各種） 古紙 ㈱北國製紙所 6

9 透水性舗装　瓦廃材利用透水性舗装材　Ｋ－グランド（セメント固化・樹脂固化） 廃瓦 ㈱エコシステム 12

10 紙類　板紙（各種） 古紙 加賀製紙㈱ 7

16 再生加熱アスファルト混合物　リビルドアスコン
フライアッシュ（下水道汚泥焼却
灰）など

㈱金沢舗道 10

24 ファイル・バインダー類　古紙再生ファイル 古紙 加賀製紙㈱ 6

29 再生材料を使用したプラスチック製品　のり面吹付枠工用スペーサー 廃プラスチック ㈱モアグリーン 14

34 肥料・土壌改良材　肥料　かんとりースーパー河北潟 家畜ふん尿（牛ふん）、下水汚泥 ㈱河北潟ゆうきの里 15

46 肥料・土壌改良材　良質有機堆肥　クリーンバーク・クリーンマルチ 木くず（チップ） クリーンリサイクル㈱ 16

52 コンクリート二次製品　溶融スラグリサイクルコンクリート二次製品 溶融スラグ 石川県コンクリート製品協同組合 12

62　透水性舗装　保水・透水性舗装材　かわら丸 廃瓦 ㈱犀川組 12

63 透水性舗装　保水・透水性舗装材　かわら丸ＸＸ 廃瓦 ㈱犀川組 12

72 再生加熱アスファルト混合物　再生加熱アスファルト混合材　μ－アス・コン
再生骨材ＣＲＳ－ 20 ＆ 13、
再生アスファルト

北川ヒューテック㈱ 10

80 生育基盤材　緑化生育基盤材　エコサイクルコンポ　石川 バーク
富士見工業㈱
環境緑化事業本部 北陸支店

14

81 生育基盤材　緑化生育基盤材　エコサイクルコンポ　ＩＮ－９０ バーク、家畜ふん尿（牛ふん）
富士見工業㈱
環境緑化事業本部　北陸支店

14

83 防球ネット　防球・建築養生・ごみ飛散防止ネット　エコスーパーネット 廃 PET ボトル 炭谷漁網資材㈱ 17

90 肥料・土壌改良材　バーク堆肥　万葉バーク バーク、家畜ふん尿（鶏ふん） 北陸ポートサービス㈱ 16

91 廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品　木製工事標示板　木製工事くん 間伐材などの端材等 金沢森林組合 14

99 舗装材　瓦廃材利用薄層舗装材　Ｋ－グランドコート 廃瓦 ㈱エコシステム 13

106 廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品　修景連杭（円柱材） 間伐材などの端材等 金沢森林組合 14

108 生育基盤材　法面緑化材　万葉ソイル バーク 北陸ポートサービス㈱ 15

113 廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品　学習用木工セット　ウッディキッズ 間伐材などの端材等 金沢森林組合 7

114 舗装材　土系舗装材　永土 浄水汚泥 ㈱連代コンストラクト 13

131 廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品　エコ木柵 間伐材などの端材等（はね材） ㈲奥樹園 14

132 肥料・土壌改良材　土壌微生物増殖資材「元樹くん」(2) 木くず（おがくず） ㈱立花造園 16

141 コンクリート二次製品　フライアッシュ再生コンクリート二次製品 フライアッシュ（石炭灰） 石川県コンクリート製品協同組合 10

143 透水性舗装　優土ⅡＫＳ－１ 廃瓦 エコジャパン㈱ 12

144 舗装材　瓦廃材利用コンクリート舗装材　Ｋ－グランド（Ｃｏ）瓦コンクリート 廃瓦 ㈱エコシステム 13

145 生育基盤材　いしかわエコソイル バーク チューモク㈱ 15

146 生育基盤材　ゆうきひミックス石川 バーク、家畜ふん尿（牛ふん） チューモク㈱ 15

148 廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品　エコ木製パネル 間伐材などの端材等 金沢森林組合 14

149 生育基盤材　万葉ソイルｉ バーク 北陸ポートサービス㈱ 15

152 コンクリート二次製品　環境配慮型大型張ブロック　ソフィストーン R フライアッシュ（石炭灰） 菱和コンクリート㈱中日本営業所 10

153 コンクリート二次製品　環境配慮型大型張ブロック　リーベル フライアッシュ（石炭灰） 菱和コンクリート㈱中日本営業所 11

154 コンクリート二次製品　環境配慮型大型水平積ブロック　グリーンビュー フライアッシュ（石炭灰） 菱和コンクリート㈱中日本営業所 11

155 コンクリート二次製品　環境配慮型大型水平積ブロック　エコグラス フライアッシュ（石炭灰） 菱和コンクリート㈱中日本営業所 11

156 コンクリート二次製品　護床ブロック　床張２号 フライアッシュ（石炭灰） 菱和コンクリート㈱中日本営業所 11

157 コンクリート二次製品　環境配慮型擬石連結ブロック　KCF －ロック ･ストンシリーズ フライアッシュ（石炭灰）
共和コンクリート工業㈱
北陸支店　石川営業所

11

158 コンクリート二次製品　水平張ブロック　KCF －大型平板 フライアッシュ（石炭灰）
共和コンクリート工業㈱
北陸支店　石川営業所

11

159 コンクリート二次製品　階段ブロック　KCF －ステップブロック フライアッシュ（石炭灰）
共和コンクリート工業㈱
北陸支店　石川営業所

11

160 コンクリート二次製品　環境配慮型大型水平積ブロック　KCF －緑遊シリーズ フライアッシュ（石炭灰）
共和コンクリート工業㈱
北陸支店　石川営業所

11

161 コンクリート二次製品　大型積ブロック　KCF －サンエス・はやづみ フライアッシュ（石炭灰）
共和コンクリート工業㈱
北陸支店　石川営業所

12

162 生育基盤材　法面マルチング材 木くず（チップ） ㈱ランドスケープ開発 15

166 肥料・土壌改良材　バーク堆肥　モックミン 樹皮、鶏ふん 金沢庭材㈱ 16

170 生育基盤材　のと1 号 木質廃材、家畜ふん尿（鶏ふん） ㈱サンライフ 15

171 生育基盤材　のと 2 号
木質廃材、家畜ふん尿（鶏ふん、
牛ふん）

㈱サンライフ 15

172 舗装材　粒瓦（つぶがわら） 瓦破片 小松製瓦㈱ 13
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認定番号 分 類　及　び　製　品　名 再生資源 企業名 頁
173 舗装材　瓦チップ・瓦砂 廃瓦 ㈱エコシステム 13

178 梱包用バンド　梱包用 PP バンド　エコリターン
廃プラスチック、廃PET ボトル
キャップ

北陸積水樹脂㈱ 6

179 再生材料を使用したプラスチック製品　標識支柱キャップ 廃 PET ボトルキャップ 北陸積水樹脂㈱ 14

180 ブロック舗装　超保水・透水性インターロッキングブロック グリーンビズＧ（グラウンド） 染色排水汚泥、廃瓦、スラグ 小松マテーレ㈱ 13

181 再生骨材等　KRC（フライアッシュのリサイクル路盤材） フライアッシュ（石炭灰） ㈱トステック 10

182 コンクリート二次製品　フライアッシュコンクリート製品 フライアッシュ（石炭灰） 島崎コンクリート工業㈱ 12

187 園芸用資材　園芸用人工培土 グリーンビズＫ（カリュー） 染色排水汚泥 小松マテーレ㈱ 7

188 紙製品　らくがき帳　バナナノート・ももノート 紙くず ㈱ダイトクコーポレーション 6

189 家庭用繊維製品　畳縁バッグ 畳縁端材 ㈱浜中たたみ店 7

190 ファイル・バインダー類　畳縁名刺入れ・畳縁カードケース 畳縁端材 ㈱浜中たたみ店 6

191 透水性舗装　透水性舗装材　はえん土　KS － 1 溶融スラグ エコジャパン㈱ 12

192 廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品　匂い袋　能登ひば里 木くず（能登ヒバ） ㈱アイ・ハース 7

194 造園緑化材　防草土　スペッド 浄水汚泥、建設汚泥、廃瓦 ㈱田中建設 16

195 土壌構造安定化材　粒状改良土　グリンス 浄水汚泥、建設汚泥 ㈱田中建設 13

196 その他　isica（猪鹿×いしかわ）シリーズ　isica のエコバッグ 獣皮 （同）狩女の会 8

197 その他　isica（猪鹿×いしかわ）シリーズ　isica のコインケース 獣皮 （同）狩女の会 8

198 木質ペレット「かがペレット」 製材端材 ㈱かがペレット木楽屋 8

199 廃食用油を再生した軽油代替高純度バイオディーゼル燃料「ReESEL（リーゼル）」 廃食用油 ㈱環境日本海サービス公社 8

202 堆肥「アイ・パワー」 食品残さ、もみ殻 ㈱トスマク ･アイ 16

203 再生加熱アスファルト混合物 オイスターアスコン 再生骨材、かき殻 大同開発㈱ 10

205 橋梁・河川・港湾用材　魚礁・増殖礁　カルベース基質 かき殻 海洋土木㈱　北陸営業所 17

206 橋梁・河川・港湾用材　シェルナース基質 かき殻 石川県漁業協同組合 17

207 造園緑化材　防草シール材　ミックスサンド 瓦砂、再生骨材 ㈱中島建設 17

209 肥料・土壌改良材　牛ふんもみがら堆肥 牛ふん、もみ殻 ㈱河北潟ゆうきの里 16

210 家庭用繊維製品　学ランリメイクバッグ　がくらん 学ラン 制服リユース　リクル 7

211 家庭用繊維製品　セーラー服リメイクバッグ　せーらん セーラー服 制服リユース　リクル 7

213 その他　制服・学生カバンリメイクアクセサリー　ちゃっくん 制服・学生カバン 制服リユース　リクル 8

214 オフィス家具等　ローパーテーション 　紙製飛沫感染防止パネル 古紙 ㈱中島商店 6

215 紙類　その他　ＫＧ′ＣＲＡＦＴ　mask case 古紙 ㈱中島商店 6

216 家庭用繊維製品　海を汚さない食器洗いクロス 珈琲豆麻袋 ㈱クリエイターズ 7

217 再生材料を利用した建築用製品　テクスチャー入り　装飾板ガラス 廃蛍光灯 ㈱サワヤ 17

218 肥料・土壌改良材　ＢＯＮＥＡＲＴＨ（ボナース） 廃棄ボーンチャイナ ニッコー㈱ 16

219 舗装材　磁器粉砕物利用薄層舗装材　Ｎ－グランドコート 廃棄ボーンチャイナ ㈱エコシステム 13

220 再生材料を使用したプラスチック製品　海洋プラスチックアクセサリー 海洋プラスチック カエルデザイン（同） 8

（令和４年４月１日現在：47企業　80製品）
（欠番：140製品（2，3，4，5，6，7，8，11，12，13，14，15，17，18，19，20，21，22，23，25，26，27，28，30，31，32，33，
35，36，37，38，39，40，41，42，43，44，45，47，48，49，50，51，53，54，55，56，57，58，59，60，61，64，65，66，
67，68，69，70，71，73，74，75，76，77，78，79，82，84，85，86，87，88，89，92，93，94，95，96，97，98,100，101，
102，103，104，105，107，109，110，111，112，115，116，117，118，119，120，121，122，123，124，125，126，127，
128，129，130，133，134，135，136，137，138，139，140，142，147，150，151，164，163，165，167，168，169，174，
175，176，177，183，184，185，186，193，200，201，204，208，212））
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