
 
 
汚泥リサイクル製品 一覧 

 
・緑農地利用 

 
・建設資材 

 
・その他 

 



利用形態 No. 製品名称
公共団体名

/企業名
担当部署名 〒 所在地 製品概要 製品特徴

セメント原料 1 普通ポルトランドセメント 逗子市 都市整備部浄水管理センター 〒249-0005 神奈川県逗子市桜山9－2448－4
セメント原料として下水汚泥脱水ケーキ等リサイクルし、普通ポルトラン
ドセメントを生産。セメント1㌧生産するのにリサイクル原料を焼く400kg使
用する。

普通ポルトランドセメントは、建築資材・コンクリート製品等に使用する。

2 普通ポルトランドセメント 館林市 環境水道部下水道課 〒374-0033 群馬県館林市城町1番1号

3 下水汚泥 秩北衛生下水道組合 下水道課 〒369-1303 埼玉県秩父郡長瀞町大字中野上２３４－１ 脱水汚泥 セメントの原料としてバラのまま搬出

4 セメント原料 新潟市
下水道部下水道管理センター施設管
理課

〒950-1146 新潟県新潟市中央区太右エ門新田1422番地3 セメント モルタル，コンクリートの主要材料

5 普通ポルトランドセメント 瑞浪市 建設水道部浄化センター　管理係 〒509-6111 岐阜県瑞浪市下沖町2丁目1番地
直接投入方式により脱水下水汚泥等を安全確実に処理し、しかも資源と
して有効に活用して、豊かな社会づくりと地球環境保全に貢献するリサ
イクル製品

１４５０℃以上の高温により、汚泥の有機物は焼成し、灰分は骨材となり
JIS認定セメント製品として流通している。

6 セメント 日鐵セメント株式會社 技術部資源リサイクルグループ 〒050-8510 北海道室蘭市仲町64
下記ホームページ参照。
http://www.nittetsu-cement.co.jp/catalog.html

下記ホームページ参照。
http://www.nittetsu-cement.co.jp/catalog.html

7 （普通・早強・中庸熱・等）ポルトランドセメント
太平洋セメント(株)北海道
支店

環境事業営業部 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西5丁目1-3 セメント原料として１００％リサイクル ＪＩＳに則り汎用製品で、販路にまったく不安なし

8 セメント
三菱マテリアル(株)岩手工
場

総務課原燃料リサイクル係 〒029-0302 岩手県一関市東山町長坂字羽根堀50
昭和33年から石灰石、粘土、石膏などを混合、焼成しセメントとしてい
た。平成18年から下水汚泥を有効利用する目的から専用設備を設置
し、下水汚泥を粘土代替としてセメント製造に利用している。

密閉型設備で受入れ高温で焼成するため、設備外や製品に有害成分
（臭気含む）が残らない。また、下水汚泥に含まれている有機成分は焼成
用のカロリー源として利用し、焼却後の灰も全てセメントの原料となるた
め、完全リサイクルに近い製品となっている。

9 セメント 三菱マテリアル(株)
セメント事業カンパニー　原燃料リサイ
クル統括部

〒100-8117 東京都千代田区大手町1丁目3番2号
土木・建築構造物等の建設用として、安価でどこでも入手できる製品で
ある。

セメント製造に使用する天然原料に近い元素を有している下水汚泥や、
石炭灰等の産業廃棄物を大量に有効利用した製品である。

10 普通ポルトランドセメント
太平洋セメント(株)　東北支
店

環境事業営業部 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町1-23
普通ポルトランドセメントは、一般の土木・建築工事をはじめとするあら
ゆる用途のコンクリートに使用されているもっとも汎用性の高いセメント
です。

長年にわたり培わせたセメント生産技術と厳密な品質管理のもとにせ製
造された安定した高品質のセメントであり、各方面よりご好評を頂いてお
ります。

11 セメント原材料 いわき市
生活環境部 生活排水対策室 下水道
施設課

〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21

12 セメント 太平洋セメント(株) 環境事業部　リサイクルグループ 〒135-8578 東京都港区台場2-3-5　台場ガーデンシティビル 土木資材に用いるセメントである 水、砂、砂利、薬剤と混ぜて生コンクリートとして出荷。

13 セメント (株)デイ・シイ 環境リサイクル事業部 〒210-0005
川崎市川崎区東田町8　パレール三井ビルディン
グ9階

コンクリートを作るための材料の一つで灰色の粉末です 土木・建築構造物の資材として幅広い分野の工事で使用

14 ポルトランドセメント、高炉セメント 明星セメント(株)
（営業窓口）：太平洋ｾﾒﾝﾄ株式会社 中
部北陸支店 環境事業営業部 金沢駐
在

〒920-0919 石川県金沢市南町5-20 中屋三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ8F 太平洋セメントポルトランドセメント及び高炉セメントパンフレットを参照 太平洋セメントポルトランドセメント及び高炉セメントパンフレットを参照

15 普通セメント・中庸熱セメント・早強セメント 太平洋セメント(株) 中部北陸支店 環境事業営業部 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-12-9
セメントは、水・砂・砂利・骨材を添加するとコンクリートとして、土木工事
の地盤安定材として、またダム・空港・ビル・住宅等の構造物に使用され
ます。

セメントは日本国内で約4千万ｔの需要があります。またセメント１ｔ当たり
副産物・廃棄物を400kg以上使用しております。セメント製造において、下
水汚泥焼却灰を含めた廃棄物はセメント原料として欠かせない原材料と
なっております。

アスファルトフィ
ラー 16 アスファルト混合物 前田道路(株) 東北支店　古川合材工場 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水字新今新田59-1

アスファルト混合物に使用する石粉使用量の３０％を下水汚泥焼却灰に
置換え使用しています。

新規混合物・再生混合物と同様の品質を有しています。

17 下水汚泥焼却灰入りアスファルト混合物 前田道路(株) 東北支店　仙台合材工場 〒989-2384 宮城県亘理郡亘理町逢隈小山字西山15-1
アスファルト混合物に使用する石粉使用量の３０％を下水汚泥焼却灰に
置換え使用しています。

新規混合物・再生混合物と同様の品質を有しています。

18 アスファルト混合物（他産業再生資材使用） 前田道路(株) 西東京合材工場 〒192-0906 東京都八王子市北野町589-1
焼却灰をアスファルト混合物の原料の一つであるフィラーの代替材料と
して使用する

焼却灰を使用しても使用していない製品と品質が同等である

19 アスファルト合材 (株)NIPPO 多摩合材工場 〒183-0035 東京都府中市四谷5-40-14 舗装材料であるアスファルト合材 主として道路に使用されている

20 リビルドアスコン 金沢市 施設部　水処理課 〒920-0841 石川県金沢市浅野本町ホ131 下水汚泥焼却灰をアスファルト合材へ混入 フィラー（天然資源）の使用抑制

21 再生アスファルト混合物(神戸市汚泥焼却灰入)
前田道路(株)関西支店神戸
合材工場

工場長 〒651-2101 神戸市西区伊川谷町布施畑字下谷山972
アスファルト混合物に通常使用される石粉(フィラー)の代わりとして、神
戸市焼却灰を混入し製品化した物。

動的安定度と耐水性もフィラーに対して30％以下であれば、通常の混合
物と同等である。

22 汚泥焼却灰入りｱｽﾌｧﾙﾄ合材 鹿島道路(株) 関西支店　神戸合材製造所 〒658-0043 神戸市東灘区御影浜町3-2 下水道焼却灰入りのｱｽﾌｧﾙﾄ合材（再生密粒、再生粗粒、再生細粒）



利用形態 No. 製品名称
公共団体名

/企業名
担当部署名 〒 所在地 製品概要 製品特徴

路盤材 23 溶融結晶化人工骨材 長野県諏訪建設事務所 流域下水道課 〒392-8601 長野県諏訪市上川一丁目1644－10 下水汚泥焼却灰を100%原料として、溶融・結晶化した人工骨材。
粒度分布を除けば下水汚泥ｽﾗｸﾞのJIS規格に準じており、路盤材、埋戻
材、ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材などに利用できる物性を有する。用途によって砕石と
混合するなど粒度調整が必要。

コンクリート骨材 24 再生砕石（ＲＣ100-0） 渡辺産業(株) 営業部 〒321-2403 栃木県日光市町谷1802番地
下水汚泥をそのまま資源化するのではなく、焼却後の燃え殻を受入し他
の燃え殻・鉱さい・汚泥・がれき類を材料として、セメント・薬剤とで、安定
化し、コンクリートブロックを作製し、破砕して再生砕石として販売。

ＲＣ100-0として、駐車上の、路盤の下の路床部分の盛土材として使用

軽量骨材 25 構造用人工軽量骨材「メサライト」　他 日本メサライト工業(株) 営業部　リサイクル営業課 〒273-0017 千葉県船橋市西浦三丁目9番2号
弊社ホームページをご覧下さい。http//www.mitsui-
kinzoku.co.jp/group/mesalite

弊社ホームページをご覧下さい。http//www.mitsui-
kinzoku.co.jp/group/mesalite

埋め戻し材 26 オカサンド 岡本興業(株) 石狩事業所 〒061-3242 北海道石狩市新港中央2丁目757-7 下水汚泥焼却灰を中間処理し、下水道工事等を対象とした埋戻し材 固化材配合量により任意の強度とする事が可能

27 改良土
横浜市(北部汚泥資源化セ
ンター）

環境創造局環境施設部水再生施設管
理課

〒231-0017
神奈川県横浜市中区真砂町2－22関内中央ビル
7F

汚泥焼却灰を土質改良材として使用した改良土
下水汚泥工事から発生した掘削土は焼却灰により土質改良し下水道工
事等の埋め戻し土として再利用している。

28 改良土 名古屋市 技術本部施設管理部施設管理課 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田一丁目1番12号 下水道事業により発生する掘削土に汚泥焼却灰を添加した土質改良土
均質に調整されており、道路管理者が定める埋戻材の基準に適合してい
る。

29 鳴海改良土センター　改良土 名古屋市 上下水道局施設部施設管理課 〒460-0012 名古屋市中区三の丸三丁目1番1
改良土は、下水管埋設工事に伴って発生する掘削残土に、汚泥焼却灰
を添加することで、施工性や耐久性等を高めた埋め戻し材です。

この改良土は汚泥焼却灰に含まれる石灰分の効果により、初期強度の
増加や団粒化作用などが確認されています。また、含水率や粒度も調整
され、施工性にも優れており、道路管理者が定める埋戻材の基準に適合
しています。

透水性ブロック・
農地排水用吸水
性陶管

30 透水性ブロック・農地排水用吸水性陶管 阿賀野市 上下水道局　下水道課 〒959-2024 新潟県阿賀野市中島町7－20
陶器製品製造に適するよう、２ミリ程度の均一粒径とし、臭気・発熱対策
として、精錬度２．５以下、加湿水分２０～３０％の製品管理としている。

焼却灰-透水性
ブロック 31 サンドロック (株)INAX 常滑東工場　技術課 〒470-2105 愛知県常滑市奥栄町１丁目４７

原料の２．７％に下水汚泥焼却灰を利用している透水性舗装用ブロッ
ク。

瓦廃材、陶磁器屑、廃ガラス、陶磁器汚泥、下水汚泥焼却灰といった再
生原料を活用した、透水性に優れた舗装材です。

32 エコセイバー (株)大嶽名古屋 名西生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場 〒490-0012 愛知県あま市篠田鳥羽見35番地

充填用無収縮気泡グラウト材；下水道汚泥焼却灰、高炉スラグ微粉末、
ポルトランドセメントを主原料とした、資源環境型材料です。製造は固定
プラントで製造し、納入現場へ輸送できる安定した品質と作業現場の環
境改善ができる。

密度が軽く（1.0～1.2g/cm3）、低強度（0.4～5N/mm2）でnonﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ、
無収縮気泡グラウト材です。長時間の流動性（６時間）とモルタルポンプ
で圧送でき、充填性も高い。有害物（重金属等）の溶出も認められませ
ん。

タイル、レンガ 33 ハイカラレンガ 岐阜市 上下水道事業部施設課北部プラント 〒500-8701 岐阜県岐阜市西中島6－3－25 下水汚泥焼却灰を１００％使用した焼成れんが
焼却灰単体を原料とし、加圧成型、焼成したもので、強固で長持ち、色あ
せしなく、滑りにくいため歩道用等に 適である。

路盤材 34 エムワンアース 三重中央開発(株) 営業部 〒518-1152 三重県伊賀市予野4713

焼却灰や汚泥を焙焼し無害化・再資源化した製品、エムワンアースは土
木資材原料として、さまざまな用途に利用されています。エムワンアース
を原料とした上層路盤材、埋設管の保護材は、三重県のリサイクル製品
として認定されています。

従来埋立処分されていた燃え殻や汚泥を再資源化することにより、処分
場の負荷軽減および循環型社会の実現に寄与する。品質面ではセメント
に近い組成を有しており、水和反応による固化機能を有する。

インターロッキン
グブロック 35 ナチュラルウォーク 高山市

水道環境部　下水道課　下水道セン
ター

〒506-0001 岐阜県高山市冬頭町３３３番地

下水道汚泥焼却灰・石炭灰・窯業廃土・溶融スラグ・ガラスくずなど、多
種類の未利用資源を有効利用し、「無焼成固化」技術により、焼かずに
再生した画期的なレンガ風ブロックである。しかも、無焼成・無排水・無
廃棄生産てある。

無焼成でありながら、きわめて安全かつ高品質で、あくまでも焼き物の風
合いにこだわった柔らかい風合いは、住空間に暖かさと安らぎを与えま
す。

36
インターロッキングブロック及び平板　普通品
アルファブロック

(株)マツオコーポレーション 開発営業部 〒567-0058 大阪府茨木市西豊川町15番2号
普通インターロッキングブロックで街並みを美しくひきたてる舗装材で
す。

あらゆる環境に調和する豊富なカラーリングで歩道や車輌乗り入れ部に
広く使用されております。

37
インターロッキングブロック及び平板　透水性
アルファブリックポラリス

(株)マツオコーポレーション 開発営業部 〒567-0058 大阪府茨木市西豊川町15番2号 表面から雨水を浸透させて地中に放出するインターロッキングブロック。
水たまりができにくく、雨の日も快適に歩行できます。
地中に放出する雨水により樹木の育成を促します。

38
インターロッキングブロック及び平板　保水性
アルファブリックヴィオラ

(株)マツオコーポレーション 開発営業部 〒567-0058 大阪府茨木市西豊川町15番2号 内部に水を保って、水分を大気中に蒸発させる際に地熱を下げる。

ブロック内部に雨水を貯留する事により、水分が大気中に蒸発する際に
地熱を
下げ、気温の上昇を抑制します。
夏季のヒートアイランド現象の緩和に効果を発揮します。

39
エコ・ペイバーズ　シリーズ
(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ及び平板)

(株)マツオコーポレーション 開発営業部 〒567-0058 大阪府茨木市西豊川町15番2号

コンクリート二次
製品 40 リバイブブロック　境界ブロック (株)山富 技術課 〒520-3003 滋賀県栗東市荒張1458－1 下水道汚泥溶融スラグを５０％有効利用したコンクリート製品 通常製品と外観・性能が同等

41
リバイブボックス
汚水桝（ＳＣ）・雑排水桝（ＲＣ）　１．２．３型

(株)山富 技術課 〒520-3003 滋賀県栗東市荒張1458－1 下水道汚泥溶融スラグを２０％有効利用したコンクリート製品
通常製品と外観・性能が同等
容易に現場での施工ができることにより工期の短縮・施工コストの軽減が
可能

42
リバイブボックス
下水道用マンホール底桝（ＳＣ・ＲＣ）　４．５型

(株)山富 技術課 〒520-3003 滋賀県栗東市荒張1458－1 下水道汚泥溶融スラグを２０％有効利用したコンクリート製品
通常製品と外観・性能が同等
容易に現場での施工ができることにより工期の短縮・施工コストの軽減が
可能
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コンクリート二次
製品 43 SPC基礎ブロック 三和産業(株) 〒520-3242 滋賀県湖南市菩提寺2071－3 下水汚泥溶融スラグを粗骨材として利用しています。

フエンス・ガードレール・防護柵・安全施設等の基礎ブロックで数多くの規
格寸法を豊富に取り揃えており、凍結融解試験300サイクルをクリアしま
した。

44 歩車道境界ブロック 三和産業(株) 〒520-3242 滋賀県湖南市菩提寺2071－3 下水汚泥溶融スラグを粗骨材として利用しています。 ＪＩＳ規格を満足しています。

45 バイコンエコマンホール (株)イトーヨーギョー 神戸営業所 〒657-0035 兵庫県神戸市灘区友田町2丁目5－25 下水汚泥焼却灰を使用セメント量の8％使用した下水道マンホール
日本下水道協会認定品(Ⅱ類規格品)バイコンマンホールに準拠
超硬練コンクリート・高強度の耐久性に優れたマンホール

溶融スラグ 46 石材化ｽﾗｸﾞ，溶融スラグ 京都市 下水道部　施設課 〒601-8004 京都府京都市南区東九条東山王町12 下水汚泥溶融スラグ
一般的に行われている溶融スラグに再度熱処理を行い結晶化させてい
るため，自然石とほぼ変わらない。再加熱しているため，焼成物に混入し
ても変化量が極めて小さい。

47 溶融スラグ 大阪府 都市整備部下水道室事業課計画Ｇ 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目1－22 水砕スラグ、空冷スラグの２種類を販売している。
水砕スラグ（1～2mm）
空冷スラグ（20～50mm）

48 スラグストーン 大阪府 都市整備部下水道室事業課計画Ｇ 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目1－22 空冷スラグを粒度調整して販売している。
C-300～40mm
6,7号2.5～13mm
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ2.5mm以下

49 下水汚泥溶融スラグ 大阪市
建設局下水道河川部事業調整・アメ
ニティ対策担当

〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北1－14－
16WTC33F

大阪市の舞洲スラッジセンター及び平野下水処理場汚泥溶融施設から
発生する下水汚泥溶融スラグです。

下水汚泥を1,200℃以上の高温で熔岩状に溶かし、水槽で急冷して得ら
れるガラス質のもの(水砕スラグ)で、粒径約5mm以下の細粒(砂状)です。
建設資材としては、砂の代替などに使用されています。

埋戻し材 50 溶融スラグ 福島県 土木部都市領域下水道グループ 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番１６号 下水汚泥を１００％使用した溶融水砕スラグ 粒度調整未実施

51 総称：エコスラグ 栃木県 県土整備部都市整備課下水道室 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 埋め戻し材：水冷スラグ 骨材：再生加熱アスファルト合材

アスファルト舗装
骨材 52 エコ砂（溶融スラグ） 兵庫県 県土整備部　土木局　下水道課 〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号

エコ砂（溶融スラグ）は、下水汚泥を溶融処理して生産された砂粒状のリ
サイクル資材です。1,500℃の高温で溶融処理するため、ダイオキシン類
は熱分解により無害化され、無機成分はガラス質結晶体により封じ込め
られます。

各種安全性確認試験、試験施工による性能確認の結果、アスファルト混
合物への利用が可能であると評価され、平成16年度より、兵庫県が発注
する舗装工事で下水汚泥溶融スラグを用いたアスファルト混合物の使用
が開始されました。また、平成19年度よりコンクリート二次製品（境界ブ
ロック）用骨材としての利用も開始しました。

コンクリート二次
製品 53 溶融スラグ 滋賀県 琵琶湖環境部下水道課 〒520-8577 滋賀県大津市京町4－1－1 溶融スラグ（空冷） 粒度調整なし

路盤材 54 溶融スラグ ハラサンギョウ(株) 営業課 〒859-3617 長崎県東彼杵郡川棚町三越郷51－2
下水汚泥を焼却した焼却灰を再度溶融（１，４００℃以上）し、スラグ化
し、建設資材等の原料として活用。

除冷スラグの為、形状が大きく粒度調整することで様々な用途に対応で
きる。

その他 55 活性炭化製品 胎内市 上下水道課 〒959-2693 新潟県胎内市新和町2番10号
下水汚泥を乾燥・炭化し、「賦活」という処理で吸着能力を高めることに
より、市販の活性炭の代替利用が可能な活性炭化製品。

活性炭化製品は、ごみ焼却炉で使用されているダイオキシン類除去用活
性炭の代替品などに利用可能

加温用燃料 56 脱硫ガス 長岡市
土木部下水道管理課長岡中央浄化セ
ンター

〒940-0015 新潟県長岡市寿３丁目４番３号
消化ガスの硫化水素分を除去し、消化タンク加温用ボイラーの燃料とし
て使用

硫化水素分を100から0ppmに減少

都市ガス供給 57 精製ガス 長岡市
土木部下水道管理課長岡中央浄化セ
ンター

〒940-0015 新潟県長岡市寿３丁目４番３号 消化ガスを精製し、都市ガスの原料として、民間のガス会社へ供給 メタン濃度を６０から９０％に上げ、高発熱量化を図っている
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製品名  普通ポルトランドセメント  製造開始 平成 12 年 4 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

セメント原料として下水汚泥脱水ケーキ等リサイクルし、普通ポルトランドセメントを生産。

セメント 1 ㌧生産するのにリサイクル原料を約 400kg 使用する。 
  

普通ポルトランドセメントは、建築資材・コンクリート製品等に使用する。   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
廃棄物処理法 ISO14001 

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 JISR5210(日本工業規格) 

下水汚泥   下水汚泥 0.1 30 

返送汚泥   石灰石 75.9  
公的評価  

原 料 

（含有比率）

   年度・珪石 19.5  

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成19年 太平洋セメント㈱ 約 370,000 ㌧ 約4,400,000㌧      

         

         

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 逗子市 
販売元 太平洋セメント株式会社 

 都市整備部浄水管理センター 

 〒249-0005 
公表価格 9,000 円～10,000 円／㌧ 荷 姿 バラ・袋 

 神奈川県逗子市桜山 9－2448－4 

TEL： 046－872－0192 
取引条件 特になし 荷渡条件 工場・SS 渡し 

FAX： 046－873－1743 

E-mail： jousui@city.zushi.kanagawa.jp 
販売地域 主に関東・信越・中部エリア 納 期 引き合いの都度協議 

 URL： http://www,city.zushi.kanagawa.jp/syokan/jyousui/index2.html 

 

 

H20 年度データ 



製品名  普通ポルトランドセメント  製造開始  

 

販売条件 問い合せ先 

 館林市 
販売元  

 環境水道部下水道課 

 〒374-0033 
公表価格  荷 姿  

 群馬県館林市城町 1番 1 号 

 TEL： 0276－73－7861 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 0276－73－7875 

 E-mail： suishitsu@city.tatebayashi.gunma.jp 
販売地域  納 期  

 URL： http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/ 

 

汚泥成分表 

分析日  含水率 78.5％ 有機分比含水率 86.1％ 固形物量  

C  Ca0  T-Fe  ニッケル  ダイオキシン  

H  MgO  クロム 95mg/kg ヒ素 0.8mg/kg   

N  MnO  六価  フッ素    

O  SiO2  総水銀 0.29mg/kg ホウ素    

灰分  TiO  カドミウム 0.45mg/kg セレン 1.3mg/kg   

Al2O3  FeO  鉛 10mg/kg シアン    

 

H20 年度データ 



製品名  下水汚泥  製造開始 平成 10 年 4 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

脱水汚泥 

セメントの原料としてバラのまま搬出 
  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
 

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥 100 79.8 

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成18年 長瀞浄化センター  ７３７ｔ      

平成 17年 長瀞浄化センター  ６６９ｔ      

平成 16年 長瀞浄化センター  ６５９ｔ      

平成 15年 長瀞浄化センター  ５５１ｔ      

平成 14年 長瀞浄化センター  ３５６ｔ      

  

販売条件 問い合せ先 

 秩北衛生下水道組合 
販売元  

 下水道課 

 〒369-1303 
公表価格  荷 姿  

 埼玉県秩父郡長瀞町大字中野上２３４－１ 

 TEL： 0494－66－0747 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 0494－66－0746 

 E-mail： c-kumiai@theia.ocn.ne.jo 
販売地域  納 期  

 URL：  

 

汚泥成分表 

分析日 2007/2/6 含水率 79.8％ 有機分比含水率 85％ 固形物量  

C  Ca0  T-Fe  ニッケル  ダイオキシン  

H  MgO  クロム 5mg/kg ヒ素 0.5mg/kg   

N  MnO 49mg/kg 六価  フッ素    

O  SiO2  総水銀 0.13mg/kg ホウ素    

灰分  TiO  カドミウム 0.5mg/kg セレン    

Al2O3  FeO 1200mg/kg 鉛 5mg/kg シアン    

 

H20 年度データ 



製品名  セメント原料  製造開始 平成 18 年 7 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

セメント   

モルタル，コンクリートの主要材料   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律，JIS 規格 他 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 JIS R5210,5211 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成18年 電気化学工業㈱青海工場  2,400,000t      

平成 17年   2,500,000t      

平成 16年   2,300,000t      

平成 15年   2,300,000t      

         

  

販売条件 問い合せ先 

 新潟市 
販売元  

 下水道部下水道管理センター施設管理課 

 〒950-1146 
公表価格  荷 姿  

 新潟県新潟市中央区太右エ門新田 1422 番地 3 

 TEL： 025－281－9201 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 025－284－5849 

 E-mail：  
販売地域  納 期  

 URL： http://www.city.niigata.niigata.jp 

 

H20 年度データ 



製品名  普通ポルトランドセメント  製造開始 平成 19 年 4 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

直接投入方式により脱水下水汚泥等を安全確実に処理し、しかも資源として有効に活用し

て、豊かな社会づくりと地球環境保全に貢献するリサイクル製品 
  

１４５０℃以上の高温により、汚泥の有機物は焼成し、灰分は骨材となり JIS 認定セメント

製品として流通している。 
  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
 

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥 0.02 75～82 

返送汚泥   石灰石 73 3 
公的評価  

原 料 

（含有比率）

   粘土・珪石 3 5 

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成18年 住友大阪セメント㈱岐阜工場 116,642t 1,399,700t      

         

         

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 瑞浪市 
販売元  

 建設水道部浄化センター 管理係 

 〒509-6111 
公表価格  荷 姿  

 岐阜県瑞浪市下沖町 2丁目 1番地 

 TEL： 0572－68－2325 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 0572－68－2325 

 E-mail： joka@city.mizunami.lg.jp 
販売地域  納 期  

 URL： http://www.city.mizunami.gifu.jp/ 

 

汚泥成分表 

分析日 2008/9/3 含水率 75％ 有機分比含水率 86.6％ 固形物量  

C  Ca0  T-Fe  ニッケル 12mg/kg ダイオキシン  

H  MgO  クロム 23mg/kg ヒ素 4.8mg/kg   

N 6.6W/W% MnO 54mg/kg 六価  フッ素    

O  SiO2  総水銀 0.36mg/kg ホウ素    

灰分  TiO  カドミウム 1.5mg/kg セレン 1.7mg/kg   

Al2O3  FeO 4000mg/kg 鉛 13mg/kg シアン    

 

H20 年度データ 



製品名  セメント  製造開始 昭和 29 年 6 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下記ホームページ参照。 

http://www.nittetsu-cement.co.jp/catalog.html 
A41201  

下記ホームページ参照。 

http://www.nittetsu-cement.co.jp/catalog.html 
  

パンフレット  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 
法 令 ・ 

環境基準 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、大気汚染防止法、エネルギーの

使用の合理化に関する法律、工場立地法、消防法他上記 準拠する法

令に従う 
原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 セメントＪＩＳ規格 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 ISO14001:2004、ISO 9001:2000 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成21年   800 千 t      

平成 20年   910 千 t      

平成 19年   1,076 千 t      

平成 18年   1,159 千ｔ      

平成 17年   1,131 千ｔ      

  

販売条件 問い合せ先 

 日鐵セメント株式會社 
販売元 市販 

 技術部資源リサイクルグループ 

 〒050-8510 
公表価格  荷 姿 バラ、袋 

 北海道室蘭市仲町 64 

 TEL： 0143－43－2646 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 0143－45－3923 

 E-mail：  
販売地域 北海道、東北、海外 納 期  

 URL： http://www.nittetsu-cement.co.jp 

 

 

H22 年度データ 



製品名  （普通・早強・中庸熱・等）ポルトランドセメント  製造開始 平成 8年 4月 

 

 
製品概要・特徴  

  

セメント原料として１００％リサイクル   

 ＪＩＳに則り汎用製品で、販路にまったく不安なし   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
廃掃法 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 ＪＩＳ規格 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 焼成 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成21年   8,841ｔ      

平成 20年   8,721ｔ      

平成 19年   8,784ｔ      

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 太平洋セメント(株)北海道支店 
販売元 太平洋セメント株式会社 

 環境事業営業部 

 〒060-0004 
公表価格 市況 荷 姿 バラ、袋 

 北海道札幌市中央区北 4条西 5丁目 1-3 

 TEL： 011－242－7183 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 011－242－7182 

 E-mail：  
販売地域 全国 納 期  

 URL： www.taiheiyo-cement.co.jp 

 

 

H22 年度データ 



製品名  セメント  製造開始 昭和 33 年 6 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

昭和 33 年から石灰石、粘土、石膏などを混合、焼成しセメントとしていた。平成 18 年から

下水汚泥を有効利用する目的から専用設備を設置し、下水汚泥を粘土代替としてセメント

製造に利用している。 

A40902  

密閉型設備で受入れ高温で焼成するため、設備外や製品に有害成分（臭気含む）が残ら

ない。また、下水汚泥に含まれている有機成分は焼成用のカロリー源として利用し、焼却

後の灰も全てセメントの原料となるため、完全リサイクルに近い製品となっている。 

  

パンフレット  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）大気汚染防止

法、立地市町村との公害防止協定 など 原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 

ＪＩＳ、国土交通省大臣認定（セメントを使用したコンクリートの基準） 

弊社品質基準 下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 

基準適合産業廃棄物処理業者（星２。岩手県産業廃棄物処理業者育成

センター） 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成20年 三菱マテリアル㈱岩手工場 32,312.7ｔ 387,752t 平成 21年 宇部三菱セメント㈱ 左記販社が販売するユーザー 383,218ｔ  

平成 20年 三菱マテリアル㈱岩手工場 39,384ｔ 472,608ｔ 平成 20年 宇部三菱セメント㈱ 左記販社が販売するユーザー 423,642ｔ  

平成 19年 三菱マテリアル㈱岩手工場 38,953.8ｔ 467,445ｔ 平成 19年 宇部三菱セメント㈱ 左記販社が販売するユーザー 468,275t  

平成 18年 三菱マテリアル㈱岩手工場 43,453.1ｔ 521,437ｔ 平成 18年 宇部三菱セメント㈱ 左記販社が販売するユーザー 512,669t  

平成 17年 三菱マテリアル㈱岩手工場 43,205.3ｔ 518,463ｔ 平成 17年 宇部三菱セメント㈱ 左記販社が販売するユーザー 521,868t  

  

販売条件 問い合せ先 

 三菱マテリアル(株)岩手工場 
販売元 宇部三菱セメント（販社） 

 総務課原燃料リサイクル係 

 〒029-0302 
公表価格 様々 荷 姿 

バラ、フレコン、紙容器など

様々  岩手県一関市東山町長坂字羽根堀 50 

 TEL： 0191－47－3131 
取引条件 様々 荷渡条件

弊社工場渡し、ＳＳ渡し、など

様々  FAX： 0191－47－4090 

 E-mail：  
販売地域 東北地方 納 期 様々 

 URL： http://www.mmc.co.jp 

 

 

H22 年度データ 



製品名  セメント  製造開始 平成 9年 4月 

 

 
製品概要・特徴  

  

土木・建築構造物等の建設用として、安価でどこでも入手できる製品である。 A40901  

セメント製造に使用する天然原料に近い元素を有している下水汚泥や、石炭灰等の産業

廃棄物を大量に有効利用した製品である。 
  

パンフレット  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、大気汚染防止法及び悪臭防止

法等。大気、悪臭、騒音、水質、土壌環境基準等。 原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 ＪＩＳ Ｒ ５２１０ 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成 17 年 自 社 890,000 10,700,000 平成 17 年 宇部三菱セメント㈱  10,700,000  

平成 18 年 自 社 910,000 10,900,000 平成 18 年 宇部三菱セメント㈱  10,900,000  

平成 19 年 自 社 890,000 10,700,000 平成 19 年 宇部三菱セメント㈱  10,700,000  

平成 20 年 自 社 830,000 9,900,000 平成 20 年 宇部三菱セメント㈱  9,900,000  

平成 21 年 自 社 730,000 8,800,000 平成 21 年 宇部三菱セメント㈱  8,800,000  

  

販売条件 問い合せ先 

 三菱マテリアル(株) 
販売元 宇部三菱セメント株式会社 

 セメント事業カンパニー 原燃料リサイクル統括部 

 〒100-8117 
公表価格  荷 姿 バラ、袋物 

 東京都千代田区大手町 1丁目 3番 2号 

 TEL： 03－5252－5325 
取引条件  荷渡条件 持込み渡し、積込み渡し 

 FAX： 03－5252－5340 

 E-mail：  
販売地域 全国 納 期  

 URL： http://www.mmc.co.jp 

 

 

H22 年度データ 



製品名  普通ポルトランドセメント  製造開始  

 

 
製品概要・特徴  

  

普通ポルトランドセメントは、一般の土木・建築工事をはじめとするあらゆる用途のコンクリ

ートに使用されているもっとも汎用性の高いセメントです。 
  

長年にわたり培わせたセメント生産技術と厳密な品質管理のもとにせ製造された安定した

高品質のセメントであり、各方面よりご好評を頂いております。 
  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
消防法   廃棄物処理法大気汚染防止法  省エネ法 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 ＪＩＳ規格： ＪＩＳ Ｒ ５１２０‐2009 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 ＩＳＯ１４００１・９００１ 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成17年 大船渡工場 － 1,972,870      

平成 18年 〃 － 1,888,960      

平成 19年 〃 － 1,762,760      

平成 20年 〃 － 1,690,580      

平成 21年 〃 － 1,568,810      

  

販売条件 問い合せ先 

 太平洋セメント(株) 東北支店 
販売元 特約店・二次店 

 環境事業営業部 

 〒980-0802 
公表価格 ￥12,000／ｔ（仙台） 荷 姿 バラ 

 宮城県仙台市青葉区二日町 1-23 

 TEL： 022－221－6211 
取引条件 取引数量 200～1,000ｔ 荷渡条件 都市内需要家プラント持込 

 FAX： 022－225－7006 

 E-mail：  
販売地域 全国 納 期 ７日後 

 URL：  

 

 

H22 年度データ 



 

製品名  セメント  製造開始 昭和 50 年 

 

 
製品概要・特徴  

  

土木資材に用いるセメントである A41102  

水、砂、砂利、薬剤と混ぜて生コンクリートとして出荷。   

  
 

パンフレット 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

建築：建築基準法、土木：各発注者仕様書 いずれも原則ＪＩＳに適合す

る旨。土壌環境基準 原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 ＪＩＳ Ｒ ５２１０他 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成21年 当社及び子会社 2社  15,400 千ｔ（見込） 平成 21 年 各特約販売店等  41,975 千ｔ  

平成 21年 国内セメント会社  39,527 千ｔ 平成 20 年 各特約販売店等  49,163 千ｔ  

平成 21年 当社及び子会社 2社  16,600 千ｔ 平成 19 年 各特約販売店等  54,574 千ｔ  

平成 20年 国内セメント会社  46,648 千ｔ 平成 18 年 各特約販売店等  57,967 千ｔ  

平成 20年 当社及び子会社 2社  17,700 千ｔ 平成 17 年 各特約販売店等  58,152 千ｔ  

  

販売条件 問い合せ先 

 太平洋セメント(株) 
販売元 各社特約販売店 

 環境事業部 リサイクルグループ 

 〒135-8578 
公表価格 建設物価 荷 姿 各案件によって異なる。 

 東京都港区台場 2-3-5 台場ガーデンシティビル 

 TEL： 03－5531－7418 
取引条件 各案件によって異なる。 荷渡条件 各案件によって異なる。 

 FAX： 03－5531－7607 

 E-mail：  
販売地域 日本国内外 納 期 各案件によって異なる。 

 URL： http://www.taiheiyo-cement.co.jp 

 

 

H22 年度データ 



製品名  セメント原材料  製造開始  

 

販売条件 問い合せ先 

 いわき市 
販売元  

 生活環境部 生活排水対策室 下水道施設課 

 〒970-8686 
公表価格  荷 姿  

 福島県いわき市平字梅本 21 

 TEL： 0246－22－7520 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 0246－22－7572 

 E-mail： gesuidoshisetsu@city.iwaki.fukushima.jp 
販売地域  納 期  

 URL： http://www.city.iwaki.fukushima.jp/ 

 

汚泥成分表 

分析日 Ｈ20.2.6（北部）、2.7（中部） 含水率 81.4％ 有機分比含水率 77.9％ 固形物量  

C  Ca0  T-Fe  ニッケル  ダイオキシン  

H  MgO  クロム 32mg/kg ヒ素 3.8mg/kg   

N  MnO  六価  フッ素    

O  SiO2  総水銀 0.012mg/kg ホウ素    

灰分  TiO  カドミウム 0.91mg/kg セレン    

Al2O3  FeO  鉛 20mg/kg シアン    

 

 

 

 

製品名  コンポスト原材料  製造開始  

 

販売条件 問い合せ先 

 いわき市 
販売元  

 生活環境部 生活排水対策室 下水道施設課 

 〒970-8686 
公表価格  荷 姿  

 福島県いわき市平字梅本 21 

 TEL： 0246－22－7520 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 0246－22－7572 

 E-mail： gesuidoshisetsu@city.iwaki.fukushima.jp 
販売地域  納 期  

 URL： http://www.city.iwaki.fukushima.jp/ 

 

汚泥成分表 

分析日 Ｈ20.2.18（東部）、2.18（南部） 含水率 84.7％ 有機分比含水率 71.6％ 固形物量  

C  Ca0  T-Fe  ニッケル  ダイオキシン  

H  MgO  クロム 23mg/kg ヒ素 34mg/kg   

N  MnO  六価  フッ素    

O  SiO2  総水銀 0.011mg/kg ホウ素    

灰分  TiO  カドミウム 6.5mg/kg セレン    

Al2O3  FeO  鉛 110mg/kg シアン    

 

H20 年度データ 



製品名  セメント  製造開始  

 

 
製品概要・特徴  

  

コンクリートを作るための材料の一つで灰色の粉末です A40501  

土木・建築構造物の資材として幅広い分野の工事で使用   

パンフレット  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、大気汚染防止法及び悪臭防止

法等。大気、悪臭、騒音、水質、土壌環境基準等 原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 ＪＩＳ Ｒ ５２１０ 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成 17 年 自 社 62,600 752,000 平成 17 年 太平洋セメント  580,000  

平成 18 年 自 社 67,000 805,000 平成 18 年 太平洋セメント  540,000  

平成 19 年 自 社 66,000 793,000 平成 19 年 太平洋セメント  626,000  

平成 20 年 自 社 70,000 840,000 平成 20 年 太平洋セメント  1,002,000  

平成 21 年 自 社 65,500 787,000 平成 21 年 太平洋セメント  1,043,000  

  

販売条件 問い合せ先 

 (株)デイ・シイ 
販売元 太平洋セメント株式会社 

 環境リサイクル事業部 

 〒210-0005 
公表価格  荷 姿 バラ 

 川崎市川崎区東田町 8 パレール三井ビルディング 9階 

 TEL： 044－221－5052 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 044－246－9079 

 E-mail：  
販売地域 関東地区 納 期  

 URL： http://www.dccorp.jp 

 

 

H22 年度データ 



製品名  ポルトランドセメント、高炉セメント  製造開始 昭和 39 年月 

 

 
製品概要・特徴  

  

太平洋セメント ポルトランドセメント及び高炉セメントパンフレットを参照 A41301  

太平洋セメント ポルトランドセメント及び高炉セメントパンフレットを参照   

パンフレット  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・硫黄酸化物 ・窒素酸化物 

・ばいじん ・塩化水素 ・ダイオキシン類 原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 

・ポルトランドセメント ： JIS R 5210 

・高炉セメント ： JiS R 5211 下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 － 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成17年 明星セメント(株)  1,712,450t 平成 17年 太平洋セメント(株) 土木・建築現場 1,724,417t  

平成 18年 明星セメント(株)  1,742,173t 平成 18年 太平洋セメント(株) 土木・建築現場 1,736,888t  

平成 19年 明星セメント(株)  1,688,190t 平成 19年 太平洋セメント(株) 土木・建築現場 1,681,273t  

平成 20年 明星セメント(株)  1,556,482t 平成 20年 太平洋セメント(株) 土木・建築現場 1,549,174t  

平成 21年 明星セメント(株)  1,481,514t 平成 21年 太平洋セメント(株) 土木・建築現場 1,415,642t  

  

販売条件 問い合せ先 

 明星セメント(株) 

販売元 太平洋セメント(株) 
 
（営業窓口）：太平洋ｾﾒﾝﾄ株式会社 中部北陸支店 環境事業営業

部 金沢駐在 

 〒920-0919 
公表価格 

11,700 円/t（新潟：普通バラ）、510 円

/袋（新潟：普通 25kg 袋） 
荷 姿 バラ、袋等 

 石川県金沢市南町 5-20 中屋三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 8F 

 TEL： 076－234－2770 
取引条件 セメント特約店を通じての販売 荷渡条件 引取渡し 

 FAX： 076－234－1417 

 E-mail：  
販売地域 北陸地区主体 納 期 応相談 

 URL： http://www.myojyo-cement.co.jp/ 

 

H22 年度データ 

 



製品名  普通セメント・中庸熱セメント・早強セメント  製造開始 昭和 7年 4月 

 

 
製品概要・特徴  

  

セメントは、水・砂・砂利・骨材を添加するとコンクリートとして、土木工事の地盤安定材とし

て、またダム・空港・ビル・住宅等の構造物に使用されます。 
A41102  

  

  

セメントは日本国内で約 4千万ｔの需要があります。またセメント１ｔ当たり副産物・廃棄物を

400kg 以上使用しております。 

セメント製造において、下水汚泥焼却灰を含めた廃棄物はセメント原料として欠かせない

原材料となっております。 

パンフレット 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 等大気汚染防止法、水質汚濁防

止法 等 原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 JIS 規格 等 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成21年 太平洋セメント㈱藤原工場 約15.0万ｔ 約180万 t ～平成 22 年 太平洋セメント建販㈱ 愛知県名古屋市 他 非公表 ｾﾒﾝﾄ販売店 

平成20年 太平洋セメント㈱藤原工場 約16.2万ｔ 約 195 万ｔ ～平成 22 年 ﾃｨｰｼｰﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 愛知県名古屋市 他 非公表 ｾﾒﾝﾄ販売店 

平成19年 太平洋セメント㈱藤原工場 約16.2万ｔ 約 195 万ｔ ～平成 22 年 三井物産㈱ 愛知県名古屋市 他 非公表  

平成18年 太平洋セメント㈱藤原工場 約16.2万ｔ 約 195 万ｔ ～平成 22 年 太平洋ﾏﾃﾘｱﾙ㈱ 愛知県名古屋市 他 非公表 ｾﾒﾝﾄ二次製品業 

    ～平成 22 年 ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰﾏﾃﾘｱﾙ㈱ 愛知県名古屋市 他 非公表 ｾﾒﾝﾄ二次製品業 

  

販売条件 問い合せ先 

 太平洋セメント(株) 
販売元 太平洋セメント 株式会社 

 中部北陸支店 環境事業営業部 

 〒450-0003 
公表価格 非公表（地域性有り） 荷 姿 バラ もしくは 袋 

 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-12-9 

 TEL： 052－589－3905 
取引条件 物件毎条件設定 荷渡条件

各工場もしくは各ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮ

ﾝ受渡し  FAX： 052－589－3912 

 E-mail：  
販売地域 日本全国 納 期 即日可（応相談） 

 URL： http://www.taiheiyo-cement.co.jp 

 

 

H22 年度データ 



 
 
 
建設資材 
・セメント原料 
・アスファルトフィラー 
・路盤材、骨材、埋め戻し材 他 
・タイル、レンガ、路盤材 
・コンクリート二次製品 
・溶融スラグ 

 

ono
下線



製品名  アスファルト混合物  製造開始 平成 19 年 3 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

アスファルト混合物に使用する石粉使用量の３０％を下水汚泥焼却灰に置換え使用してい

ます。 
A41001  

新規混合物・再生混合物と同様の品質を有しています。   

パンフレット  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

土壌汚染対策法土壌の汚染に係る環境基準 

ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準 原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 舗装再生便覧  土木工事共通仕様書（宮城県） 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成19年 古川合材工場 7ｔ 80ｔ 平成 19年 宮城建設工業 富谷 80ｔ  

平成 20年 古川合材工場 371ｔ 4,447ｔ 平成 20年 我妻建設 大崎市他 1,450ｔ  

平成 21年 古川合材工場 592ｔ 7,106ｔ 平成 20年 世紀東急工業 大崎市 530ｔ  

平成 22年 古川合材工場 846ｔ 10,147ｔ 平成 21年 我妻建設 大崎市他 820ｔ  

    平成 21年 前田道路㈱古川 若柳 3,200ｔ  

  

販売条件 問い合せ先 

 前田道路(株) 
販売元 前田道路株式会社 

 東北支店 古川合材工場 

 〒989-6228 
公表価格 

再生密粒度アスコン２０Ｆ 9,800 円/ｔ 

建設物価より 
荷 姿 バラ 

 宮城県大崎市古川清水字新今新田 59-1 

 TEL： 0229－36－1531 
取引条件 県工事 荷渡条件 大型持込み、プラント渡し 

 FAX： 0229－26－2215 

 E-mail：  
販売地域 宮城県県北一円 納 期 工事期間内 

 URL： http://www.maedaroad.co.jp/ 

 

 

H22 年度データ 



製品名  下水汚泥焼却灰入りアスファルト混合物  製造開始 平成 19 年 3 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

アスファルト混合物に使用する石粉使用量の３０％を下水汚泥焼却灰に置換え使用してい

ます。 
A41002  

新規混合物・再生混合物と同様の品質を有しています。   

パンフレット  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

土壌汚染対策法土壌の汚染に係る環境基準  ダイオキシン類による土

壌の汚染に係る環境基準 原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 舗装再生便覧  土木工事共通仕様書（宮城県） 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成18年 仙台合材工場 120t 1,437ｔ 平成 18年 日広建設 角田市 814t  

平成 19年 仙台合材工場 530ｔ 6,362ｔ 平成 18年 我妻舗装工業 蔵王町 250t  

平成 20年 仙台合材工場 560t 6,725ｔ 平成 19年 日広建設 角田市 610t  

平成 21年 仙台合材工場 1,863t 22,359ｔ 平成 19年 大沼舗設 角田市 569t  

    平成 19年 井上組 角田市 2,018t  

  

販売条件 問い合せ先 

 前田道路(株) 
販売元 前田道路株式会社 

 東北支店 仙台合材工場 

 〒989-2384 
公表価格 再生密粒度アスコン 13Ｆ 9,800 円/ｔ 荷 姿 バラ 

 宮城県亘理郡亘理町逢隈小山字西山 15-1 

 TEL： 0223－34－3361 
取引条件 県工事 荷渡条件 大型持込み、プラント渡し 

 FAX： 0223－34－3663 

 E-mail：  
販売地域 仙台、仙南 納 期 工事期間内 

 URL： http://www.maedaroad.co.jp/ 

 

 

H22 年度データ 



製品名  アスファルト混合物（他産業再生資材使用）  製造開始 平成 14 年 4 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

焼却灰をアスファルト混合物の原料の一つであるフィラーの代替材料として使用する   

焼却灰を使用しても使用していない製品と品質が同等である   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律土壌の汚染に係わる環境基準、重

金属等の含有基準 原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 アスファルト混合物製品規格 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成17年 前田道路㈱ 1,530t 18,400t 平成 21年 株式会社 冨士土木 東京都八王子市大塚地内 250ｔ  

平成 18年 前田道路㈱ 2,863t 34,350t 平成 21年 出水建設 株式会社 東京都八王子市加住町 2,100ｔ  

平成 19年 前田道路㈱ 2,588t 31,060t 平成 21年 ㈱フヨウ建設 八王子市子安町 1,600ｔ  

平成 20年 前田道路㈱ 3,380t 40,560t 平成 20年 渡部道路㈱ 八王子市台町 500ｔ  

平成 21年 前田道路㈱ 3,558t 42,690t 平成 20年 東邦建設工業 八王子市並木町 2,300ｔ  

  

販売条件 問い合せ先 

 前田道路(株) 
販売元 前田道路㈱西東京合材工場 

 西東京合材工場 

 〒192-0906 
公表価格 オープン価格 荷 姿 バラ 

 東京都八王子市北野町 589-1 

 TEL： 042－645－4439 
取引条件 売掛、現金 荷渡条件 配達、工場渡し 

 FAX： 042－645－0443 

 E-mail：  
販売地域 多摩地域 納 期 即日 

 URL： http://www.maedaroad.co.jp/ 

 

 

H22 年度データ 



製品名  アスファルト合材  製造開始  

 

 
製品概要・特徴  

  

舗装材料であるアスファルト合材   

主として道路に使用されている   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律土壌の汚染に係わる環境基準、重

金属等の含有基準 原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 アスファルト混合物事前審査制度 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 アスファルト混合物事前審査制度 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成21年 ㈱NIPPO 多摩合材工場 2,960t 35,525ｔ 平成 21年 東京都の工事受注者 東京都内   

平成 20年 ㈱NIPPO 多摩合材工場 3,522ｔ 42,262ｔ 平成 20年 東京都の工事受注者 東京都内   

平成 19年 ㈱NIPPO 多摩合材工場 3,361ｔ 40,337ｔ 平成 19年 東京都の工事受注者 東京都内   

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 (株)NIPPO 
販売元 ㈱NIPPO 多摩合材工場 

 多摩合材工場 

 〒183-0035 
公表価格 11,000～13,000 円／ｔ 荷 姿 バラ 

 東京都府中市四谷 5-40-14 

 TEL： 042－362－6209 
取引条件 特に無し 荷渡条件 工場渡し及び現場渡し 

 FAX： 042－360－6300 

 E-mail：  
販売地域 東京都内 納 期 通年 

 URL： http://www.nippo-c.co.jp 

 

 

H22 年度データ 



製品名  リビルドアスコン  製造開始 平成 17 年 5 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

 下水汚泥焼却灰をアスファルト合材へ混入   

 フィラー（天然資源）の使用抑制   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
 土壌汚染対策法 

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥 2  

返送汚泥   As 合材 98  
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成19年 株式会社 金沢舗道  10,330ｔ 平成 19年 金沢市  金沢市内 7,707ｔ  

    平成 19年 石川県  石川県内 1,850.5ｔ  

    平成 19年 白山市  石川県内 388ｔ  

    平成 19年 民間  石川県内 384.5ｔ  

         

  

販売条件 問い合せ先 

 金沢市 
販売元  株式会社 金沢舗道 

 施設部 水処理課 

 〒920-0841 
公表価格  荷 姿  

 石川県金沢市浅野本町ホ 131 

 TEL： 076－252－1439 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 076－251－9961 

 E-mail： k-mizusyori@city.kanazawa.lg.jp 
販売地域  納 期  

 URL： http://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/ 

 

 

H20 年度データ 



製品名  再生アスファルト混合物(神戸市汚泥焼却灰入)  製造開始 平成 13 年 7 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

アスファルト混合物に通常使用される石粉(フィラー)の代わりとして、神戸市焼却灰を混入

し製品化した物。 
  

動的安定度と耐水性もフィラーに対して 30％以下であれば、通常の混合物と同等である。   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 

法 令 ・ 

環境基準 

神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱 第 10 条に規定する(焼却灰の中

間処理施設の許可)を取得していること。焼却灰を、アスファルト混合物

のフィラーとして利用するに当たっては、降雨により灰に含まれる重金属

類が溶出し、地下水を含む土壌を汚染する可能性が想定されるため、安

全性評価の基準として、土壌環境基準を適用している。 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 

製品規格 

神戸市下水道汚泥焼却灰をフィラー(石粉)の一部として有効利用するこ

とができる。この場合、焼却灰の使用比率は、フィラー全体の 30％以下

とし、また品質は、土木工事共通仕様書の規定によるものとする。 下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      

公的評価 
神戸市及び、アスファルト混合物事前審査制度(財団法人 道路保全技

術センター) 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成19年 前田道路 － 26,817t ※注:混合物製造数量 平成 19 年 神戸市内得意先全般 神戸市内全域 26,817t  

平成 20年 前田道路 － 19,856t 平成 20 年 神戸市内得意先全般 神戸市内全域 19,856t  

平成 21年 前田道路 － 23,978t 平成 21 年 神戸市内得意先全般 神戸市内全域 23,978t  

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 前田道路(株)関西支店神戸合材工場 
販売元 前田道路株式会社関西支店神戸合材工場 

 工場長 

 〒651-2101 
公表価格 － 荷 姿 トン単位 

 神戸市西区伊川谷町布施畑字下谷山 972 

 TEL： 078－974－1171 
取引条件 神戸市内得意先全般 荷渡条件 持込・工場渡し 

 FAX： 078－974－1173 

 E-mail：  
販売地域 神戸内全域 納 期 規定なし 

 URL： http://www.maedaroad.co.jp/ 

 

 

H22 年度データ 



製品名  汚泥焼却灰入りｱｽﾌｧﾙﾄ合材  製造開始  

 

 
製品概要・特徴  

  

下水道焼却灰入りのｱｽﾌｧﾙﾄ合材（再生密粒、再生粗粒、再生細粒）   

   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材事前審査制度認定品 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成 18 年 鹿島道路株式会社 20ｔ 350ｔ 平成 18 年 神戸市発注工事受注業者 神戸市内 350ｔ  

平成 19 年 鹿島道路株式会社 30ｔ 400ｔ 平成 19 年 神戸市発注工事受注業者 神戸市内 400ｔ  

平成 20 年 鹿島道路株式会社 30ｔ 400ｔ 平成 20 年 神戸市発注工事受注業者 神戸市内 400ｔ  

平成 21 年 鹿島道路株式会社 30ｔ 400ｔ 平成 21 年 神戸市発注工事受注業者 神戸市内 400ｔ  

平成 22 年 鹿島道路株式会社 30ｔ 400ｔ 平成 22 年 神戸市発注工事受注業者 神戸市内 400ｔ  

  

販売条件 問い合せ先 

 鹿島道路(株) 
販売元 神戸市発注の工事受注業者 

 関西支店 神戸合材製造所 

 〒658-0043 
公表価格 10,500 円/ｔ（プラント渡し） 荷 姿 バラ（1ｔ単位で販売） 

 神戸市東灘区御影浜町 3-2 

 TEL： 078－811－2534 
取引条件 末締め、翌月現金払い 荷渡条件 プラント渡し又は現場持込 

 FAX： 078－811－7406 

 E-mail：  
販売地域 神戸市内他 納 期 指定日 

 URL： http://www.kajimaroad.co.jp/ 

 

 

H22 年度データ 

 



 
 
 
建設資材 
・セメント原料 
・アスファルトフィラー 
・路盤材、骨材、埋め戻し材 他 
・タイル、レンガ、路盤材 
・コンクリート二次製品 
・溶融スラグ 

 

ono
下線



製品名  溶融結晶化人工骨材  製造開始 平成 10 年 9 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下水汚泥焼却灰を 100%原料として、溶融・結晶化した人工骨材。 K06401  

粒度分布を除けば下水汚泥ｽﾗｸﾞの JIS 規格に準じており、路盤材、埋戻材、ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨

材などに利用できる物性を有する。用途によって砕石と混合するなど粒度調整が必要。 
  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
環境庁告示第 46 号：土壌の汚染に係る環境基準について 

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 JIS A5031 の一部及び JIS A5032 の一部にそれぞれ準拠 

下水汚泥   下水汚泥 100  

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成19年 豊田終末処理場 11.5t～101.0t 932.3t 平成 19年 長野県 諏訪市豊田終末処理場 200  

平成 18年 豊田終末処理場 18.2t～103.5t 971.2t 平成 18年 長野県 諏訪市豊田終末処理場 8  

平成 17年 豊田終末処理場 11.1t～102.1t 1,052.3 平成 18年 長野県 諏訪郡下諏訪町諏訪湖 214  

平成 16年 豊田終末処理場 48.9t～107.5t 1,058.1t 平成 17年 長野県 諏訪市県諏訪合同庁舎 11  

平成 15年 豊田終末処理場 44.8t～111.1t 964.5t 平成 17年 長野県 諏訪市豊田終末処理場 1  

  

販売条件 問い合せ先 

 長野県諏訪建設事務所 
販売元 販売はしていない。 

 流域下水道課 

 〒392-8601 
公表価格  荷 姿  

 長野県諏訪市上川一丁目 1644－10 

 TEL： 0266－57－2945 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 0266－57－2946 

 E-mail： suwaken-ryuiki@pref.nagano.jp 
販売地域  納 期  

 URL： http://www.pref.nagano.jp/xdoboku/suwaken/index.htm 

 

汚泥成分表 

分析日 
H19.6.4 

（ﾀﾞｲｵｷｼﾝは H19.10.5） 
含水率 0％ 有機分比含水率  固形物量  

C  Ca0  T-Fe  ニッケル  ダイオキシン 0.00000044ng-TEQ/g 

H  MgO  クロム 850mg/kg ヒ素 350mg/kg   

N  MnO  六価  フッ素    

O  SiO2  総水銀  ホウ素    

灰分  TiO  カドミウム 18mg/kg セレン 6.1mg/kg   

Al2O3  FeO  鉛 110mg/kg シアン    

 

H20 年度データ 



製品名  再生砕石（ＲＣ100-0）  製造開始 平成 11 年 11 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下水汚泥をそのまま資源化するのではなく、焼却後の燃え殻を受入し他の燃え殻・鉱さ

い・汚泥・がれき類を材料として、セメント・薬剤とで、安定化し、コンクリートブロックを作製

し、破砕して再生砕石として販売。 

  

ＲＣ100-0 として、駐車上の、路盤の下の路床部分の盛土材として使用   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 
法 令 ・ 

環境基準 

廃棄物の処理と清掃に関する法律環境基本法第16条第1項 土壌の汚

染に係る環境基準並びにﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法第 7条に規定する

土壌の汚染に係る環境基準 
原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 道路用砕石ＪＩＳＡ5001 に準ずる 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 

宇都宮市 土砂条例の盛土工事の検査でも、市の職員より、粒のそろっ

た良い盛土材であり、分析内容も良いと良い結果でした。 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成17年 渡辺産業㈱ 1,825 21,900 平成 17年 東建企業㈱  7,290 ㎥  

平成 18年 渡辺産業㈱ 1,800 21,600 平成 17年 グランデ土木建設㈱  2,313 ㎥ 他 50 社 

平成19年 渡辺産業㈱ 2,080 25,000 平成 18年 東和ｱｰｸｽ北関東㈱  13,541 ㎥  

平成 20年 渡辺産業㈱ 1,780 21,400 平成 18年 ㈱福田工務店  6,080 ㎥ 他 57 社 

平成21年 渡辺産業㈱ 1,925 23,100 平成 19年 東昭建設㈱  5,553 ㎥  

  

販売条件 問い合せ先 

 渡辺産業(株) 
販売元 渡辺産業株式会社 

 営業部 

 〒321-2403 
公表価格 

工場渡し 400 円/ｔ  

現場渡し、見積書による 
荷 姿 バラ積み 

 栃木県日光市町谷 1802 番地 

 TEL： 0288－21－8011 
取引条件  荷渡条件 引き取り、又は現場渡し 

 FAX： 0288－21－8969 

 E-mail： wata.san@io.ocn.ne.jp 
販売地域 栃木県内 納 期 契約工期内 

 URL： http://www.watanabesangyou.jp 

 

 

H22 年度データ 



製品名  構造用人工軽量骨材「メサライト」 他  製造開始 昭和 39 年 3 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

弊社ホームページをご覧下さい。 http//www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/mesalite A40201  

弊社ホームページをご覧下さい。 http//www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/mesalite   

パンフレット  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律土壌環境基準（カルグリ、メサマル

チ等） 原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 ＪＩＳ Ａ ５００２ （構造用人工軽量骨材「メサライト」） 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 

建築研究振興協会による「ＪＡＳＳ ５Ｔ ２０４による人工軽量骨材の性能

判定試験」適合 他 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成17年 自 社 186,263ｍ3 平成 18 年 大本建設㈱ 他 埼玉県 元荒川水循環センター 3,962ｍ3 カルグリ、荒目砂 

平成18年 自 社 195,139ｍ3 平成 20 年 中原建設㈱、㈱ﾕｰﾃﾞｨｹｰ 他 埼玉県 荒川水循環センター 1,754ｍ3 カルグリ、カル砕石他 

平成19年 自 社 121,688ｍ3 平成 17 年 上陽ﾚﾐｺﾝ㈱、東京ｴｽｵｰｼｰ㈱ 他 東京ミッドタワー他 180,238ｍ3 メサライト 

平成20年 自 社 119,469ｍ3 平成 18 年 晴海小野田ﾚﾐｺﾝ㈱、ｱｻﾉｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 他 新丸の内ビルディング他 190,767ｍ3 メサライト 

平成21年 自 社 145,214ｍ3 平成 19 年 ㈱東京菱光ｺﾝｸﾘｰﾄ 他 東京駅八重洲口開発計画北ビル他 119,526ｍ3 メサライト 

  

販売条件 問い合せ先 

 日本メサライト工業(株) 
販売元 日本メサライト工業株式会社 

 営業部 リサイクル営業課 

 〒273-0017 
公表価格 

メサライト粗骨材：13,350 円/ｍ3 カ

ルグリ：11,000 円/ｍ3 
荷 姿 10ｔダンプバラ積み 

 千葉県船橋市西浦三丁目 9番 2 号 

 TEL： 047－431－8120 
取引条件 50 ㎞圏内 荷渡条件 現地土場渡し 

 FAX： 047－431－2464 

 E-mail：  
販売地域 1 都 6 県 納 期 別途協議 

 URL： http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/mesalite 

 

 

H22 年度データ 



製品名  オカサンド  製造開始 平成 15 年 7 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下水汚泥焼却灰を中間処理し、下水道工事等を対象とした埋戻し材 A40301  

固化材配合量により任意の強度とする事が可能   

パンフレット  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

土壌汚染対策法(H14.5.29法律第53号)土壌の汚染に係る環境基準につ

いて(H3.8.23 環境省告示第 46 号) 原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 

製品規格 

土壌の汚染に係る環境基準について(H3.8.23 環境省告示第 46 号)第 1

に規定する別表に掲げる測定方法により、重金属等の溶出量が環境基

準を超過しないこと 
下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 計量機関による分析により、規格を満足している事を確認 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成 17 年 岡本興業㈱ 約 1,700m3 20,508m3 平成 17 年 南進建設㈱ 他 札幌市内 14,886m3  

平成 18 年 岡本興業㈱ 約 1,800m3 21,784m3 平成 18 年 中大開発興業㈱ほか 札幌市内 18,295m3  

平成 19 年 岡本興業㈱ 約 1,900m3 19,436m3 平成 19 年 東建工業㈱ほか 札幌市内 12,722m3  

平成 20 年 岡本興業㈱ 約 1,500m3 18,810m3 平成 20 年 ㈱日栄建設ほか 札幌市内 15,711m3  

平成 21 年 岡本興業㈱ 約 1,800m3 21,372m3 平成 21 年 アイケン工業㈱ほか 札幌市内 18,615m3  

  

販売条件 問い合せ先 

 岡本興業(株) 
販売元 岡本興業株式会社 

 石狩事業所 

 〒061-3242 
公表価格 4,000 円/m3～ (設定強度による) 荷 姿 バラ 

 北海道石狩市新港中央 2丁目 757-7 

 TEL： 0133－64－6778 
取引条件 現金 荷渡条件 工場、現場 

 FAX： 0133－64－6779 

 E-mail：  
販売地域 札幌市内 納 期 注文後 1日 

 URL： http://www.okamotogroup.co.jp 

 

 

H22 年度データ 



製品名  改良土  製造開始 平成元年 

 

 
製品概要・特徴  

  

汚泥焼却灰を土質改良材として使用した改良土   

下水汚泥工事から発生した掘削土は焼却灰により土質改良し下水道工事等の埋め戻し

土として再利用している。 
  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
平成３年度環境庁告示第４６号：土質汚泥に係る環境基準 

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 CBR１５％以上 

下水汚泥   下水汚泥 10  

返送汚泥      
公的評価 平成１７年度国土交通大臣賞受賞(下水道有効利用部門） 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成19年 横浜改良土センター 11,948m3 143,378m3 平成19年 環境創造局 横浜市内 55,075m3  

平成 18年 横浜改良土センター 13,686m3 164,233m3 平成19年 水道局 横浜市内 78,578m3  

    平成 19年 道路局 横浜市内 2,009m3  

    平成 19年 交通局 横浜市内 4,454m3  

    平成 19年 資源循環局 横浜市内 165m3  

  

販売条件 問い合せ先 

 横浜市(北部汚泥資源化センター） 
販売元 横浜市改良土センター株式会社 

 環境創造局環境施設部水再生施設管理課 

 〒231-0017 
公表価格 

3,000 円/m3（税抜き、発生持込）、

1,000 円/m3(税抜き、改良土のみ） 
荷 姿 ほぐし土量 

 神奈川県横浜市中区真砂町 2－22 関内中央ビル 7F 

 TEL： 045－671－3969 
取引条件 ほぐし土量 荷渡条件

10t 車:7.6m3/台、4t 車:3.2m3/

台、2t 車:1.6m3/台  FAX： 045－641－4870 

 E-mail： ks-shisetsukanri@city.yokohama.jp 
販売地域 横浜市内 納 期 適宜 

 URL： http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/ 

 

汚泥成分表 

分析日 2007/2/6 含水率 0.13％ 有機分比含水率 0.26％ 固形物量  

C  Ca0  T-Fe  ニッケル 120mg/kg ダイオキシン 0ng-TEQ/g 

H  MgO  クロム 180mg/kg ヒ素 16mg/kg   

N  MnO  六価  フッ素    

O  SiO2  総水銀 0.03mg/kg ホウ素    

灰分  TiO  カドミウム 4.7mg/kg セレン 5.6mg/kg   

Al2O3  FeO  鉛 100mg/kg シアン    

 

H20 年度データ 



製品名  改良土  製造開始 平成 8年 9月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下水道事業により発生する掘削土に汚泥焼却灰を添加した土質改良土   

均質に調整されており、道路管理者が定める埋戻材の基準に適合している。   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
土壌の汚染に係る環境基準 

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 

名古屋市緑政土木局 

「用途別土質及び施工管理基準」 下水汚泥   下水汚泥 5  

返送汚泥   当局掘削土 95  
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成18年  8,300t 100,000ｔ 平成 18年  白砂ポンプ所撤去工事 5,550t  

    平成 17年  露橋下水処理場構内整備工事 21,680t  

    平成 16年  柴田下水処理場構内整備工事 18,530t  

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 名古屋市 
販売元 鳴海改良土センター 

 技術本部施設管理部施設管理課 

 〒460-0012 
公表価格 無償 荷 姿 トラック平積み 

 愛知県名古屋市中区千代田一丁目 1番 12 号 

 TEL： 052－269－9395 
取引条件 本市下水道事業のみ 荷渡条件 鳴海改良土センター渡し 

 FAX： 052－269－9394 

 E-mail： kanri@jogesuido.city.nagoya.lg.jp 
販売地域 名古屋市内 納 期 随時 

 URL： http://www.water.city.nagoya.jp/ 

 

 

H21 年度データ 



製品名  鳴海改良土センター 改良土  製造開始  

 

 
製品概要・特徴  

  

改良土は、下水管埋設工事に伴って発生する掘削残土に、汚泥焼却灰を添加することで、

施工性や耐久性等を高めた埋め戻し材です。 
  

この改良土は汚泥焼却灰に含まれる石灰分の効果により、初期強度の増加や団粒化作

用などが確認されています。また、含水率や粒度も調整され、施工性にも優れており、道

路管理者が定める埋戻材の基準に適合しています。 

  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
土壌の汚染に係る環境基準環境庁告示代 46 号 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 標準ＣＢＲ：１０％以上 最大粒径：２５ｍｍ 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成21年 鳴海改良土センター  110,000（ｔ）      

平成 20年 鳴海改良土センター  139,000（ｔ）      

平成 19年 鳴海改良土センター  166,000（ｔ）      

平成 18年 鳴海改良土センター  134,000（ｔ）      

平成 17年 鳴海改良土センター  133,000（ｔ）      

  

販売条件 問い合せ先 

 名古屋市 
販売元 販売は実施していない 

 上下水道局施設部施設管理課 

 〒460-0012 
公表価格  荷 姿  

 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1 

 TEL： 077-528-3471 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 077-528-4845 

 E-mail： kanri@jogesuido.city.nagoya.lg.jp 
販売地域  納 期  

 URL： http://www.water.city.nagoya.jp/ 

 

 

H22 年度データ 



 
 
 
建設資材 
・セメント原料 
・アスファルトフィラー 
・路盤材、骨材、埋め戻し材 他 
・タイル、レンガ、路盤材 
・コンクリート二次製品 
・溶融スラグ 

 

ono
下線



製品名  透水性ブロック・農地排水用吸水性陶管  製造開始 平成 15 年 4 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

陶器製品製造に適するよう、２ミリ程度の均一粒径とし、臭気・発熱対策として、精錬度２．

５以下、加湿水分２０～３０％の製品管理としている。 
  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
 

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥 2 29 

返送汚泥   粘土 98  
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

 安田浄化センター 2.1t 25.1t  小田製陶所 阿賀野市内 10.7t  

     桑原白地瓦工場 阿賀野市内 12.3t  

         

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 阿賀野市 
販売元 阿賀野市 

 上下水道局 下水道課 

 〒959-2024 
公表価格 2,000 円／ｔ 荷 姿  

 新潟県阿賀野市中島町 7－20 

 TEL： 0250－62－2833 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 0250－62－2489 

 E-mail： gesuido444@lime.ocn.ne.jp 
販売地域 阿賀野市内 納 期  

 URL： http://www.city.agano.niigata.jp/ 

 

 

H20 年度データ 



製品名  サンドロック  製造開始 平成 9年 6月 

 

 
製品概要・特徴  

  

原料の２．７％に下水汚泥焼却灰を利用している透水性舗装用ブロック。   

瓦廃材、陶磁器屑、廃ガラス、陶磁器汚泥、下水汚泥焼却灰といった再生原料を活用し

た、透水性に優れた舗装材です。 
  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
土壌汚染対策法施行規則（環境省令第 29 号） 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 ＪＡＳＳ ７Ｍ－１０１「インターロッキングブロック」 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 

エコマーク商品（第０５１０９００６号）、愛知県が認可する「あいくる材」の

認定を取得 

原 料 

（含有比率）

      

  

販売条件 問い合せ先 

(株)INAX 
販売元 株式会社 INAX 

常滑東工場 技術課 

〒470-2105 

公表価格 

200×100mm角平・200mm角平：11,400 円／㎡ 

300×150mm角平・300mm角平：13,200 円／㎡

（すべて工場渡し標準価格） 

荷 姿 パレット 
愛知県常滑市奥栄町１丁目４７ 

TEL： 0562－84－1001 
取引条件 パレット単位 荷渡条件 工場渡し 

FAX： 0562－84－0883 

E-mail：  
販売地域 全国 納 期 

100 ㎡以下の場合、指定納期に対

応可能。その他は、30 日以内。 URL： http://www.inax.co.jp 

 

 

H22 年度データ 



製品名  エコセイバー  製造開始 平成 13 年 1 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

充填用無収縮気泡グラウト材 ；下水道汚泥焼却灰、高炉スラグ微粉末、ポルトランドセメ

ントを主原料とした、資源環境型材料です。製造は固定プラントで製造し、納入現場へ輸送

できる安定した品質と作業現場の環境改善ができる。 

  

密度が軽く（1.0～1.2g/cm3）、低強度（0.4～5N/mm2）で non ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ、無収縮気泡グラ

ウト材です。長時間の流動性（６時間）とモルタルポンプで圧送でき、充填性も高い。有害

物（重金属等）の溶出も認められません。 

  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
環境庁告示第 46 号基準 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 一軸圧縮強度＝0.4～５N/mm2、フロー＝220±30mm 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成16年 名西生ｺﾝ工場  252m3 平成 16年 コスモ石油 三重県塩浜地区 252m3  

平成 18年 〃  59m3 平成 18年 コスモ石油 〃 59m3  

平成 19年 〃  149m3 平成 19年 コスモ石油 〃 149m3  

平成 20年 〃  25m3 平成 20年 コスモ石油、和田設備 〃  、愛知県大府市地区 25m3  

         

  

販売条件 問い合せ先 

 (株)大嶽名古屋 
販売元 新日鐵高炉セメント㈱、㈱大嶽名古屋 

 名西生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場 

 〒490-0012 
公表価格  荷 姿 生コン車 

 愛知県あま市篠田鳥羽見 35 番地 

 TEL： 052－442－0370 
取引条件  荷渡条件 現場納入 

 FAX： 052－442－0379 

 E-mail：  
販売地域 愛知、三重、岐阜 納 期 即日 

 URL： http://www.otake-nagoya.co.jp/ 

 

 

H22 年度データ 



製品名  ハイカラレンガ  製造開始 平成 6年 6月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下水汚泥焼却灰を１００％使用した焼成れんが K07001  

焼却灰単体を原料とし、加圧成型、焼成したもので、強固で長持ち、色あせしなく、滑りにく

いため歩道用等に最適である。 
  

パンフレット  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
岐阜県リサイクル認定製品の認定及び利用の推進に関する条例 

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥 100 0.71 

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成19年 岐阜市北部プラント  368t 平成 19年 岐阜市 本荘如月町 44  

平成 18年 岐阜市北部プラント  476t 平成 19年 岐阜市 雄総排水機場 22  

平成 17年 岐阜市北部プラント  713 t 平成 19年 岐阜市 野一色 44  

平成 16年 岐阜市北部プラント  759t 平成 19年 岐阜市 北部プラント 7  

平成 15年 岐阜市北部プラント  736 t 平成 18年 岐阜市 敷島町地内 87  

  

販売条件 問い合せ先 

 岐阜市 
販売元 岐阜市上下水道事業部施設課北部プラント 

 上下水道事業部施設課北部プラント 

 〒500-8701 
公表価格 68,25 円／個（消費税込） 荷 姿 パレット積み 

 岐阜県岐阜市西中島 6－3－25 

 TEL： 058－232－1992 
取引条件 

400 個以上購入時で往復２時間以内

の地域無料搬送 
荷渡条件 北部プラント及び現場渡し 

 FAX： 058－233－7207 

 E-mail： sui-hokubu@city.gifu.gifu.jp 
販売地域 寒冷地を除く 納 期 － 

 URL： http://www.city.gifu.lg.jp/c/18010001/18010001.html 

 

汚泥成分表 

分析日  含水率  有機分比含水率  固形物量  

C  Ca0 49,000mg/kg T-Fe  ニッケル 62mg/kg ダイオキシン  

H  MgO 57,300mg/kg クロム  ヒ素 8.6mg/kg   

N  MnO 900mg/kg 六価 0.2 未満 mg/kg フッ素    

O  SiO2 331,400mg/kg 総水銀 0.1mg/kg ホウ素    

灰分  TiO  カドミウム 4.4mg/kg セレン 3.6mg/kg   

Al2O3 204,900mg/kg FeO  鉛 59mg/kg シアン 0.5 未満 mg/kg   

 

H20 年度データ 



製品名  エムワンアース  製造開始 平成 13 年 7 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

焼却灰や汚泥を焙焼し無害化・再資源化した製品、エムワンアースは土木資材原料とし

て、さまざまな用途に利用されています。エムワンアースを原料とした上層路盤材、埋設管

の保護材は、三重県のリサイクル製品として認定されています。 

  

従来埋立処分されていた燃え殻や汚泥を再資源化することにより、処分場の負荷軽減お

よび循環型社会の実現に寄与する。品質面ではセメントに近い組成を有しており、水和反

応による固化機能を有する。 

  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

土壌汚染に関わる環境基準（平成３年環境庁告示第４６号）に基づいて

います。 原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成18年 三重中央開発㈱  21,934      

平成 19年 三重中央開発㈱  20,242      

平成 20年 三重中央開発㈱  15,941      

平成 21年 三重中央開発㈱  21,747      

平成 22年 三重中央開発㈱  26,669      

  

販売条件 問い合せ先 

 三重中央開発(株) 
販売元  

 営業部 

 〒518-1152 
公表価格  荷 姿  

 三重県伊賀市予野 4713 

 TEL： 0595－20－1631 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 0595－20－1740 

 E-mail：  
販売地域  納 期  

 URL： http://www.dinsgr.co.jp/ 

 

 

H22 年度データ 



製品名  ナチュラルウォーク  製造開始 平成 9年 9月 

 

 
製品概要・特徴  

  

 下水道汚泥焼却灰・石炭灰・窯業廃土・溶融スラグ・ガラスくずなど、多種類の未利用資

源を有効利用し、「無焼成固化」技術により、焼かずに再生した画期的なレンガ風ブロック

である。しかも、無焼成・無排水・無廃棄生産である。 

  

 無焼成でありながら、きわめて安全かつ高品質で、あくまでも焼き物の風合いにこだわっ

た柔らかい風合いは、住空間に暖かさと安らぎを与えます。 
  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 環境庁告示第１３号（埋立規準

に係る判定基準） 原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  ＪＩＳ Ｒ １２５０：普通レンガに準拠、ＪＩＳ Ａ ５２０９に準拠、 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  エコマーク認定商品（第９９１０９０４３） 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成18年 亀井製陶株式会社 300,000 個 3,600,000 個 平成18年 尾西市 尾西緑道整備工事 521m2  

    平成 18年 長久手町 南部土地区画整備事業 889m2  

    平成 17年 愛知県 岡崎造成工事 1872m2  

    平成 16年 東大阪市 四季彩々遊歩道 968m2  

    平成 16年 電気事業者連合会 愛知万博電力館 701m2  

  

販売条件 問い合せ先 

 高山市 
販売元  ㈱亀井製陶 

 水道環境部 下水道課 下水道センター 

 〒506-0001 
公表価格  ４,５００円/ｍ２ 荷 姿  パレット積み 

  岐阜県高山市冬頭町３３３番地 

 TEL： 0577－34－6661 
取引条件  工場渡し/一括検収支払い 荷渡条件  工場渡し 

 FAX： 0577－35－0424 

 E-mail：  
販売地域 

 全国 

（関東地区・関西一部地区を除く） 
納 期  一ヶ月 

 URL：  

 

H20 年度データ 



製品名  インターロッキングブロック及び平板 普通品 アルファブロック  製造開始 平成 9年 12 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

普通インターロッキングブロックで街並みを美しくひきたてる舗装材です。 A33101  

あらゆる環境に調和する豊富なカラーリングで歩道や車輌乗り入れ部に広く使用されてお

ります。 
  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
土壌汚染対策法環境庁告示第４６号：土壌の汚染に係る環境基準 

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 

インターロッキングブロック、平板の品質規格（インターロッキングブロッ

ク舗装技術協会） 下水汚泥   下水汚泥 5  

返送汚泥   水 5  
公的評価  

原 料 

（含有比率）

   セメント 18  

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成20年  124.8 ㎡ 1,498 ㎡ 平成20年 神戸市 会下山 180 ㎡  

    平成 20年 神戸市 新長田駅北区区画 30 ㎡  

    平成 20年 神戸市 国道 28 号 67 ㎡  

    平成 20年 神戸市 三の井橋橋梁補修 90 ㎡  

     神戸市 JR灘駅前段差解消 27 ㎡  

  

販売条件 問い合せ先 

 (株)マツオコーポレーション 
販売元 株式会社マツオコーポレーション 

 開発営業部 

 〒567-0058 
公表価格 4,500 円/m2 荷 姿 パレット積 

 大阪府茨木市西豊川町 15 番 2 号 

 TEL： 072－643－5829 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 072－643－5817 

 E-mail：  
販売地域 近畿圏 納 期 約３０日 

 URL： http://www.matsuo-gr.co.jp 

 

 

H21 年度データ 



製品名  インターロッキングブロック及び平板 透水性 アルファブリックポラリス  製造開始 平成 15 年 2 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

表面から雨水を浸透させて地中に放出するインターロッキングブロック。 A33102  

水たまりができにくく、雨の日も快適に歩行できます。 

地中に放出する雨水により樹木の育成を促します。 
  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
土壌汚染対策法環境庁告示第４６号：土壌の汚染に係る環境基準 

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 

インターロッキングブロック、平板の品質規格（インターロッキングブロッ

ク舗装技術協会） 下水汚泥   下水汚泥 5  

返送汚泥   水 5  
公的評価  

原 料 

（含有比率）

   セメント 20  

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成20年  659 ㎡ 7,913 ㎡ 平成20年 神戸市 国道 28 号線 232 ㎡  

    平成 20年 神戸市 新長田駅北区区画 85 ㎡  

    平成 20年 神戸市 会下山 953 ㎡  

    平成 20年 神戸市 空港島東緑地整備 3,066 ㎡  

    平成 20年 神戸市 学園南線緑地整備 136 ㎡  

  

販売条件 問い合せ先 

 (株)マツオコーポレーション 
販売元 株式会社マツオコーポレーション 

 開発営業部 

 〒567-0058 
公表価格 5,000 円/m2 荷 姿 パレット積 

 大阪府茨木市西豊川町 15 番 2 号 

 TEL： 072－643－5829 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 072－643－5817 

 E-mail：  
販売地域 近畿圏 納 期 約３０日 

 URL： http://www.matsuo-gr.co.jp 

 

 

H21 年度データ 



製品名  インターロッキングブロック及び平板 保水性 アルファブリックヴィオラ  製造開始 平成 18 年 11 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

内部に水を保って、水分を大気中に蒸発させる際に地熱を下げる。 A33103  

ブロック内部に雨水を貯留する事により、水分が大気中に蒸発する際に地熱を 

下げ、気温の上昇を抑制します。 

夏季のヒートアイランド現象の緩和に効果を発揮します。 

  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
土壌汚染対策法環境庁告示第４６号：土壌の汚染に係る環境基準 

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 

インターロッキングブロック、平板の品質規格（インターロッキングブロッ

ク舗装技術協会） 下水汚泥   下水汚泥 5  

返送汚泥   水 5  
公的評価  

原 料 

（含有比率）

   セメント 17  

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成19年   3,118 ㎡ 平成19年 神戸市 神戸市西区小学校 3,118 ㎡  

平成 20年   0 ㎡      

         

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 (株)マツオコーポレーション 
販売元 株式会社マツオコーポレーション 

 開発営業部 

 〒567-0058 
公表価格 5,500 円/m2 荷 姿 パレット積 

 大阪府茨木市西豊川町 15 番 2 号 

 TEL： 072－643－5829 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 072－643－5817 

 E-mail：  
販売地域 近畿圏 納 期 約３０日 

 URL： http://www.matsuo-gr.co.jp 
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製品名  エコ・ペイバーズ シリーズ(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ及び平板)  製造開始  

 

 
製品概要・特徴  

  

 A33104  

   

パンフレット  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

販売条件 問い合せ先 

 (株)マツオコーポレーション 
販売元  

 開発営業部 

 〒567-0058 
公表価格  荷 姿  

 大阪府茨木市西豊川町 15 番 2 号 

 TEL： 072－643－5829 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 072－643－5817 

 E-mail：  
販売地域  納 期  

 URL： http://www.matsuo-gr.co.jp 

 

H22 年度データ 



 
 
 
建設資材 
・セメント原料 
・アスファルトフィラー 
・路盤材、骨材、埋め戻し材 他 
・タイル、レンガ、路盤材 
・コンクリート二次製品 
・溶融スラグ 

 

ono
下線



製品名  リバイブブロック 境界ブロック  製造開始 平成 9年 4月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下水道汚泥溶融スラグを５０％有効利用したコンクリート製品 A24501  

通常製品と外観・性能が同等   

  
 

パンフレット 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令（昭和４８年総理

府令第５号）、土壌汚染対策法土壌の汚染に係わる環境基準 原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 JIS A 5371 に準拠 

下水汚泥   下水汚泥 50.9  

返送汚泥   セメント 14.4  
公的評価 

エコマーク商品 

滋賀県リサイクル認定製品 

原 料 

（含有比率）

   水 6.3  

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

    平成 18 年 各府県市町村    

         

         

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 (株)山富 
販売元 株式会社 山富 

 技術課 

 〒520-3003 
公表価格 通常品と同価格 荷 姿 パレット 

 滋賀県栗東市荒張 1458－1 

 TEL： 077－558－0822 
取引条件 １本から 荷渡条件 工場又は現場 

 FAX： 077－558－0668 

 E-mail： yamatomi@ex.biwa.ne.jp 
販売地域 全国 納 期 数量により 

 URL： http://www.yamatomi-revive.com/company.html 

 

 

H21 年度データ 



製品名  リバイブボックス 汚水桝（ＳＣ）・雑排水桝（ＲＣ） １．２．３型  製造開始 平成 9年 4月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下水道汚泥溶融スラグを２０％有効利用したコンクリート製品 

A24502 

 

通常製品と外観・性能が同等 

容易に現場での施工ができることにより工期の短縮・施工コストの軽減が可能 
  

  
 

パンフレット 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令（昭和４８年総理

府令第５号）、土壌汚染対策法土壌の汚染に係わる環境基準 原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 国土交通大臣営繕部機械設備工事標準図に準拠 

下水汚泥   下水汚泥 20  

返送汚泥   セメント 16.9  
公的評価 滋賀県リサイクル認定製品 

原 料 

（含有比率）

   水 8.3  

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

    平成 18 年 各府県市町村    

         

         

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 (株)山富 
販売元 株式会社 山富 

 技術課 

 〒520-3003 
公表価格 通常品と同価格 荷 姿 単体 

 滋賀県栗東市荒張 1458－1 

 TEL： 077－558－0822 
取引条件 １個から 荷渡条件 工場又は現場 

 FAX： 077－558－0668 

 E-mail： yamatomi@ex.biwa.ne.jp 
販売地域 全国 納 期 数量により 

 URL： http://www.yamatomi-revive.com/company.html 

 

 

H21 年度データ 



製品名  リバイブボックス 下水道用マンホール底桝（ＳＣ・ＲＣ） ４．５型  製造開始 平成 9年 4月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下水道汚泥溶融スラグを２０％有効利用したコンクリート製品 A24503  

通常製品と外観・性能が同等 

容易に現場での施工ができることにより工期の短縮・施工コストの軽減が可能 
  

  
 

パンフレット 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令（昭和４８年総理

府令第５号）、土壌汚染対策法土壌の汚染に係わる環境基準 原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 国土交通大臣営繕部機械設備工事標準図に準拠 

下水汚泥   下水汚泥 20  

返送汚泥   セメント 16.9  
公的評価 滋賀県リサイクル認定製品 

原 料 

（含有比率）

   水 8.3  

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

    平成 18 年 各府県市町村    

         

         

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 (株)山富 
販売元 株式会社 山富 

 技術課 

 〒520-3003 
公表価格 通常品と同価格 荷 姿 単体 

 滋賀県栗東市荒張 1458－1 

 TEL： 077－558－0822 
取引条件 １個から 荷渡条件 工場又は現場 

 FAX： 077－558－0668 

 E-mail： yamatomi@ex.biwa.ne.jp 
販売地域 全国 納 期 数量により 

 URL： http://www.yamatomi-revive.com/company.html 

 

 

H21 年度データ 



製品名  SPC 基礎ブロック  製造開始 平成 5年 7月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下水汚泥溶融スラグを粗骨材として利用しています。 A24201  

フェンス・ガードレール・防護柵・安全施設等の基礎ブロックで数多くの規格寸法を豊富に

取り揃えており、凍結融解試験 300 サイクルをクリアしました。 
  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 
法 令 ・ 

環境基準 

土壌汚染に係る環境基準 ・ 水質汚濁に係る検定方法 ・ 排出基準に

係る検定方法環境庁告示第４６号 ・ 環境庁告示第５９号 ・ 環境庁

告示第６４号 
原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 ＪＩＳ A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品に準処する。 

下水汚泥   下水汚泥 21  

返送汚泥   セメント 14  
公的評価 滋賀県リサイクル製品認定 

原 料 

（含有比率）

   粗骨材 18  

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成15年   6,340t 平成 19年 国土交通省 多数   

平成 16年   6,600t 平成 19年 各府県 多数   

平成 17年   5,900ｔ 平成 19年 ＪＨ西日本 多数   

平成 18年   6,500t 平成 19年 ＪＲ関西 多数   

平成 19年   6,620ｔ 平成 19年 ＪＲ東海 多数   

  

販売条件 問い合せ先 

 三和産業(株) 
販売元  

  

 〒520-3242 
公表価格  荷 姿 バラ積 

 滋賀県湖南市菩提寺 2071－3 

 TEL： 0748－74－1330 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 0748－74－1691 

 E-mail：  
販売地域 東海・北陸地区 近畿地区 中国地区 納 期  

 URL： http://www.sanwa-shiga.co.jp/info.html 

 

汚泥成分表 

分析日  含水率  有機分比含水率  固形物量  

C  Ca0 30.64mg/kg T-Fe  ニッケル  ダイオキシン  

H  MgO 1.36mg/kg クロム  ヒ素 <0.001mg/kg   

N  MnO  六価 <0.01mg/kg フッ素 <0.08mg/kg   

O  SiO2 34.55mg/kg 総水銀 <0.0005mg/kg ホウ素 <0.1mg/kg   

灰分  TiO  カドミウム <0.001mg/kg セレン <0.001mg/kg   

Al2O3 9.74mg/kg FeO 10.18mg/kg 鉛 <0.01mg/kg シアン    

 

H21 年度データ 



製品名  歩車道境界ブロック  製造開始 平成 5年 7月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下水汚泥溶融スラグを粗骨材として利用しています。 A24202  

ＪＩＳ規格を満足しています。   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 
法 令 ・ 

環境基準 

土壌汚染に係る環境基準 ・ 水質汚濁に係る検定方法 ・ 排出基準に

係る検定方法環境庁告示第４６号 ・ 環境庁告示第５９号 ・ 環境庁

告示第６４号 
原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 ＪＩＳ A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品に準処する。 

下水汚泥   下水汚泥 23  

返送汚泥   セメント 17  
公的評価 滋賀県リサイクル製品認定 

原 料 

（含有比率）

   粗骨材 22  

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成16年   1t 国土交通省 滋賀県    

平成 18年   80t      

平成 19年   250ｔ      

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 三和産業(株) 
販売元  

  

 〒520-3242 
公表価格  荷 姿 バラ積 

 滋賀県湖南市菩提寺 2071－3 

 TEL： 0748－74－1330 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 0748－74－1691 

 E-mail：  
販売地域 東海・北陸地区 近畿地区 中国地区 納 期  

 URL： http://www.sanwa-shiga.co.jp/info.html 

 

汚泥成分表 

分析日  含水率  有機分比含水率  固形物量  

C  Ca0 30.64mg/kg T-Fe  ニッケル  ダイオキシン  

H  MgO 1.36mg/kg クロム  ヒ素 <0.001mg/kg   

N  MnO  六価 <0.01mg/kg フッ素 <0.08mg/kg   

O  SiO2 34.55mg/kg 総水銀 <0.0005mg/kg ホウ素 <0.1mg/kg   

灰分  TiO  カドミウム <0.001mg/kg セレン <0.001mg/kg   

Al2O3 9.74mg/kg FeO 10.18mg/kg 鉛 <0.01mg/kg シアン    

 

H21 年度データ 



製品名  バイコンエコマンホール  製造開始 平成 12 年 10 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下水汚泥焼却灰をセメント量の 8％使用した下水道マンホール A32801  

日本下水道協会認定品(Ⅱ類規格品)バイコンマンホールに準拠                  

超硬練コンクリート・高強度の耐久性に優れたマンホール 
  

パンフレット  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
環境基本法環境庁告示第 46 号「土壌の汚染に係る環境基準について｣

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 日本下水道協会認定品(Ⅱ類規格品)バイコンマンホールに準拠 

下水汚泥   下水汚泥 1.1  

返送汚泥   セメント 12.8  
公的評価 神戸市下水汚泥焼却灰入製品認定書  灰製審認定第 402 号 

原 料 

（含有比率）

   骨材 81.2  

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成20年 ㈱イトーヨーギョー 11 月 26ｔ  平成 18年
神戸市発注工事、神戸市内開発工事

請負業者及びその販売会社、 
神戸市内

1271ｔ 

530ｍ3 

公共下水道工事、集落排水工事、

民間開発工事 

平成20年 ㈱イトーヨーギョー 10 月 41ｔ  平成 17年
神戸市発注工事、神戸市内開発工事

請負業者及びその販売会社、 
神戸市内

1114t 

464ｍ3 

公共下水道工事、集落排水工事、

民間開発工事 

平成20年 ㈱イトーヨーギョー 9 月 26ｔ  平成 16年
神戸市発注工事、神戸市内開発工事

請負業者及びその販売会社、 
神戸市内

1168t 

487ｍ3 

公共下水道工事、集落排水工事、

民間開発工事 

平成20年 ㈱イトーヨーギョー 8 月 45ｔ  平成 15年
神戸市発注工事、神戸市内開発工事

請負業者及びその販売会社、 
神戸市内

1072t 

447ｍ3 

公共下水道工事、集落排水工事、

民間開発工事 

平成20年 ㈱イトーヨーギョー 7 月 99ｔ  平成 14年
神戸市発注工事、神戸市内開発工事

請負業者及びその販売会社、 
神戸市内

918t 

383ｍ3 

公共下水道工事、集落排水工事、

民間開発工事 

  

販売条件 問い合せ先 

 (株)イトーヨーギョー 
販売元 株式会社 イトーヨーギョー 

 神戸営業所 

 〒657-0035 
公表価格 

日本下水道協会認定品(Ⅱ類規格品)

と同単価 
荷 姿 単体 

 兵庫県神戸市灘区友田町 2丁目 5－25 

 TEL： 078－856－6500 
取引条件 客先と協議 荷渡条件 大型車現場持ち込み 

 FAX：  

 E-mail： koube@itoyogyo.co.jp 
販売地域 神戸市全域 納 期 受注後１ヶ月 

 URL： http://www.itoyogyo.co.jp 

 

 

H21 年度データ 



 
 
 
建設資材 
・セメント原料 
・アスファルトフィラー 
・路盤材、骨材、埋め戻し材 他 
・タイル、レンガ、路盤材 
・コンクリート二次製品 
・溶融スラグ 

 

ono
下線



製品名  石材化ｽﾗｸﾞ，溶融スラグ  製造開始 平成 8年 12 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下水汚泥溶融スラグ 

 

 

一般的に行われている溶融スラグに再度熱処理を行い結晶化させているため，自然石と

ほぼ変わらない。再加熱しているため，焼成物に混入しても変化量が極めて小さい。 
  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 
法 令 ・ 

環境基準 

金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

《昭和 48 年総理府令第５号》土壌汚染対策法環境庁告示第 46 号：土壌

の汚染に係る環境基準 
原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 平成 14 年度「いきいき下水道賞」下水道有効利用部門受賞 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成19年 京都市上下水道局 94t 1,127t 平成 19年 ｸﾘｽﾀﾙｸﾚｲ㈱  500t  

平成 18年 京都市上下水道局 102t 1,233t 平成 19年 ｻｸｼﾞ工務店  4t  

平成 17年 京都市上下水道局 209t 2,513t 平成 19年 京都市上下水道局  132t 局内使用 

平成16年 京都市上下水道局 228t 2,741t 平成 18年 ㈱技研  400t  

平成 15年 京都市下水道局 252t 3,028t 平成 18年 ㈱サカイ  100t  

  

販売条件 問い合せ先 

 京都市 
販売元 京都市上下水道局 

 下水道部 施設課 

 〒601-8004 
公表価格 

840 円/t(石材化スラグ) 

525 円/t(溶融スラグ) 
荷 姿 バラ，ホッパー直取 

 京都府京都市南区東九条東山王町 12 

 TEL： 075－672－7833 
取引条件 半年間毎に契約（ＨＰ参照） 荷渡条件 現場（鳥羽水環境保全センター）渡し 

 FAX： 075－682－2715 

 E-mail：  
販売地域 指定無し 納 期 半年間毎に契約（ＨＰ参照） 

 URL： http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/ 

 

 

H20 年度データ 



製品名  溶融スラグ  製造開始 平成 1年 11 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

水砕スラグ、空冷スラグの２種類を販売している。 K10303  

水砕スラグ（1～2mm） 

空冷スラグ（20～50mm） 
  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
土壌汚染対策法土壌環境基準 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥 100  

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成19年   5,200t 平成 19年   2,500ｔ  

    平成 19年   1,900ｔ  

    平成 19年   700ｔ  

    平成 19年   100ｔ  

         

  

販売条件 問い合せ先 

 大阪府 
販売元 大阪府淀川左岸流域渚水みらいセンター、大阪南下水汚泥広域処理場 

 都市整備部下水道室事業課計画Ｇ 

 〒540-8570 
公表価格 350 円/t 荷 姿 バラ 

 大阪府大阪市中央区大手前 2丁目 1－22 

 TEL： 06－6941－4360 
取引条件  荷渡条件 処理場渡し 

 FAX： 06－6944－6794 

 E-mail： gesuido-g22@mbox.pref.osaka.lg.jp 
販売地域  納 期  

 URL： http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/gesui/ 

 

 

H20 年度データ 



製品名  スラグストーン  製造開始 平成 5年 7月 

 

 
製品概要・特徴  

  

空冷スラグを粒度調整して販売している。 K10302  

C-30 0～40mm 

6,7 号 2.5～13mm 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ 2.5mm 以下 

  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
土壌汚染対策法土壌環境基準 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥 100  

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成19年   2,300t 平成 19年   130ｔ  

    平成 19年   40ｔ  

         

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 大阪府 
販売元 大阪府安威川流域中央水みらいセンター 

 都市整備部下水道室事業課計画Ｇ 

 〒540-8570 
公表価格 500 円/t 荷 姿 バラ 

 大阪府大阪市中央区大手前 2丁目 1－22 

 TEL： 06－6941－4360 
取引条件  荷渡条件 処理場渡し 

 FAX： 06－6944－6794 

 E-mail： gesuido-g22@mbox.pref.osaka.lg.jp 
販売地域  納 期  

 URL： http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/gesui/ 

 

 

H20 年度データ 



製品名  下水汚泥溶融スラグ  製造開始 平成 12 年 9 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

大阪市の舞洲スラッジセンター及び平野下水処理場汚泥溶融施設から発生する下水汚泥

溶融スラグです。 
K08001  

下水汚泥を 1,200℃以上の高温で熔岩状に溶かし、水槽で急冷して得られるガラス質のも

の(水砕スラグ)で、粒径約 5mm以下の細粒(砂状)です。建設資材としては、砂の代替など

に使用されています。 

  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
土壌汚染対策法環境庁告示第 18 号及び第 19 号(平成 15 年 3 月 6 日)

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥 100  

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成19年 大阪市  10,575t 平成 19年  建設資材会社 9,266 トン  

平成 18年 大阪市  6,078t 平成 18年  建設資材会社 6,078 トン  

平成 17年 大阪市  5,825t 平成 17年  建設資材会社 1,476 トン  

平成 16年 大阪市  6,507t 平成 17年  Co２次製品メーカー 4,348 トン  

平成 15年 大阪市  1,854t      

  

販売条件 問い合せ先 

 大阪市 
販売元 大阪市建設局 

 建設局下水道河川部事業調整・アメニティ対策担当 

 〒559-0034 
公表価格 入札により価格決定 荷 姿 バラ積み 

 大阪府大阪市住之江区南港北 1－14－16WTC33F 

 TEL： 06－6615－7597 
取引条件  荷渡条件

現場渡し(舞洲スラッジセンタ

ー及び平野下水処理場)  FAX： 06－6615－7690 

 E-mail： la0086@city.osaka.lg.jp 
販売地域 指定なし 納 期  

 URL： http://www.city.osaka.jp/kensetsu/ 

 

汚泥成分表 

分析日 平成 19 年度平均値 含水率  有機分比含水率  固形物量  

C  Ca0  T-Fe  ニッケル  ダイオキシン  

H  MgO  クロム  ヒ素 <0.5mg/kg   

N  MnO  六価 <2mg/kg フッ素 19mg/kg   

O  SiO2  総水銀 <0.01mg/kg ホウ素 44mg/kg   

灰分  TiO  カドミウム <0.5mg/kg セレン <0.5mg/kg   

Al2O3  FeO  鉛 59mg/kg シアン <0.2mg/kg   

 

H20 年度データ 



製品名  溶融スラグ  製造開始 平成 14 年 7 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下水汚泥を１００％使用した溶融水砕スラグ K02801  

粒度調整未実施   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
-環境庁告示第４６号：土壌の汚染に係る環境基準 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 

製品規格 

ＪＩＳ Ａ５０３１（コンクリート用に再利用する場合の溶融スラグの有害物質の

溶出基準） 

ＪＩＳ Ａ５０３２（道路用に再利用する場合の溶融スラグの有害物質の含有量

基準）  ※いずれも試験のみ実施 
下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 - 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成18年 -  586t 平成 18年 福島県 県中浄化センター 645t  

平成 17年 -  572t 平成 17年 福島県 県中浄化センター 507t  

平成 16年 -  545t 平成 16年 福島県 県中浄化センター 617t  

平成 15年 -  548t 平成 15年 郡山市 郡山市 507t  

平成 14年   282t      

  

販売条件 問い合せ先 

 福島県 
販売元  

 土木部都市領域下水道グループ 

 〒960-8670 
公表価格  荷 姿  

 福島県福島市杉妻町 2番１６号 

 TEL： 024－521－7515 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 024－521－7718 

 E-mail： gesuidou@pref.fukushima.jp 
販売地域  納 期  

 URL： http://www.pref.fukushima.jp/gesuidou/webpage/top.html 

 

汚泥成分表 

分析日  含水率 76.9％ 有機分比含水率 89.1％ 固形物量  

C  Ca0  T-Fe  ニッケル 5mg/kg ダイオキシン 0.00025ng-TEQ/g 

H  MgO  クロム 7mg/kg ヒ素 7.09mg/kg   

N  MnO  六価  フッ素    

O  SiO2  総水銀 0.23mg/kg ホウ素    

灰分  TiO  カドミウム 0.5mg/kg セレン    

Al2O3  FeO  鉛 6mg/kg シアン    

 

H20 年度データ 



製品名  総称：エコスラグ  製造開始 平成 19 年 10 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

埋め戻し材：水冷スラグ   

骨材：再生加熱アスファルト合材 

 
  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
・土壌汚染対策法・土壌汚染に係る環境基準 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 

・栃木県エコスラグ有効促進指針 

・JIS5032 FM-2.5 準拠 下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成17年   2,202t 平成 21 年 東武道路工業（株）  48t  

平成 18年   2,156t 平成 21 年 前田道路(株）  180t  

平成 19年   2,101t 平成 21 年 (株）NIPPO  18t  

平成 20年   2,137t      

平成 21年   2198t      

  

販売条件 問い合せ先 

 栃木県 
販売元 下水道管理事務所 

 県土整備部都市整備課下水道室 

 〒320-8501 
公表価格 210 円/t 荷 姿 バラ 

 栃木県宇都宮市塙田 1-1-20 

 TEL： 028－623－2505 
取引条件  荷渡条件

栃木県下水道資源化工場まで

とりにこれること。  FAX： 028－623－2477 

 E-mail： tseibi@pref.tochigi.lg.jp 
販売地域  納 期 在庫状況による。 

 URL： http://www.pref.tochigi.lg.jp/index.html 

 

 

H22 年度データ 



製品名  溶融スラグ  製造開始 平成 6年 4月 

 

 
製品概要・特徴  

  

溶融スラグ（空冷） K07701  

粒度調整なし   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
土壌汚染対策法土壌環境基準 

原料単位 重量 重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 JISA５０３１ 

下水汚泥   下水汚泥 100 55～76 

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成18年 湖南中部・湖西 16.9ｔ 6,169ｔ      

平成 17年 湖南中部・湖西 15.9ｔ 5,809ｔ      

平成 16年 湖南中部・湖西 15.4ｔ 5,615ｔ      

平成 15年 湖南中部・湖西 16.8ｔ 6,148ｔ      

平成 14年 湖南中部・湖西 17.2ｔ 6,281ｔ      

  

販売条件 問い合せ先 

 滋賀県 
販売元 滋賀県琵琶湖環境部下水道課 

 琵琶湖環境部下水道課 

 〒520-8577 
公表価格 200 円／ｔ 荷 姿 バラ 

 滋賀県大津市京町 4－1－1 

 TEL： 077－528－4213 
取引条件 浄化センター渡し 荷渡条件 浄化センター渡し 

 FAX： 077－528－4908 

 E-mail： dd00@pref.shiga.lg.jp 
販売地域 設定無し 納 期 要協議 

 URL： http://www.pref.shiga.jp/ 

 

汚泥成分表 

分析日 2007/12/6 含水率 77.1％ 有機分比含水率 19％ 固形物量 22.9W/W% 

C  Ca0  T-Fe  ニッケル  ダイオキシン 0.00037ng-TEQ/g 

H  MgO  クロム  ヒ素 <5mg/kg   

N  MnO  六価 <5mg/kg フッ素 <50mg/kg   

O  SiO2  総水銀 <0.5mg/kg ホウ素 <50mg/kg   

灰分  TiO  カドミウム <1mg/kg セレン <5mg/kg   

Al2O3  FeO  鉛 <5mg/kg シアン <5mg/kg   

 

H20 年度データ 



製品名  エコ砂（溶融スラグ）  製造開始 平成 1年 11 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

K08301  

エコ砂（溶融スラグ）は、下水汚泥を溶融処理して生産された砂粒状のリサイクル資材で

す。1,500℃の高温で溶融処理するため、ダイオキシン類は熱分解により無害化され、無機

成分はガラス質結晶体により封じ込められます。 

各種安全性確認試験、試験施工による性能確認の結果、アスファルト混合物への利用が

可能であると評価され、平成 16 年度より、兵庫県が発注する舗装工事で下水汚泥溶融ス

ラグを用いたアスファルト混合物の使用が開始されました。また、平成 19 年度よりコンクリ

ート二次製品（境界ブロック）用骨材としての利用も開始しました。 

  

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
土壌汚染対策法環境庁告示第４６号：土壌の汚染に係る環境基準 

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥 100  

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成18年  630 7,600 平成 18年 Ａｓ合材業者  9,100t  

平成 17年  730 8,790 平成 18年 Co 二次製品協会  20t  

平成 16年  820 9,880      

平成 15年  1,080 12,930      

平成 14年  1,040 12,370      

  

販売条件 問い合せ先 

 兵庫県 
販売元 兵庫西流域下水汚泥広域処理場 

 県土整備部 土木局 下水道課 

 〒650-8567 
公表価格 315 円／ｔ 荷 姿 バラ 

 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号 

 TEL： 078－362－3554 
取引条件 購入申込書の提出 荷渡条件 積込み渡し 

 FAX： 078－362－4282 

 E-mail： gesuidouka@pref.hyogo.lg.jp 
販売地域 全国 納 期 なし 

 URL： http://web.pref.hyogo.jp/ 

 

 

H20 年度データ 



製品名  溶融スラグ  製造開始 平成 19 年 7 月 

 

 
製品概要・特徴  

   

下水汚泥を焼却した焼却灰を再度溶融（１，４００℃以上）し、スラグ化し、建設資材等の

原料として活用。 
 A31701  

除冷スラグの為、形状が大きく粒度調整することで様々な用途に対応できる。    

   
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
長崎県溶融スラグ有効利用指針 

原料単位  重量 

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥 56 85 

返送汚泥   
その他 

有機性汚泥
33 85 

公的評価  

原 料 

（含有比率）

   無機性汚泥 11 90 

  

販売条件 問い合せ先 

 ハラサンギョウ(株) 
販売元 ハラサンギョウ株式会社 

 営業課 

 〒859-3617 
公表価格 500 円/m3 荷 姿 バラ 

 長崎県東彼杵郡川棚町三越郷 51－2 

 TEL： 0956－82－2572 
取引条件 なし 荷渡条件 当社にて引渡し 

 FAX： 0956－82－3462 

 E-mail： odei@harasangyou.com 
販売地域 長崎県 納 期 なし 

 URL： http://www.harasangyou.com/ 

 

 

H21 年度データ 



 
 
 
その他 

 



製品名  活性炭化製品  製造開始 平成 20 年 4 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

下水汚泥を乾燥・炭化し、「賦活」という処理で吸着能力を高めることにより、市販の活性

炭の代替利用が可能な活性炭化製品。 
K12101  

活性炭化製品は、ごみ焼却炉で使用されているダイオキシン類除去用活性炭の代替品な

どに利用可能 
  

  
 

パンフレット 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格  

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価  

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

  5ｔ 60ｔ      

         

         

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 胎内市 
販売元  

 上下水道課 

 〒959-2693 
公表価格  荷 姿 

フレコンパックまたはジェットパ

ック車での引き取り  新潟県胎内市新和町 2番 10 号 

 TEL： 0254－43－6111 
取引条件  荷渡条件  

 FAX： 0254－44－8655 

 E-mail： gesuido@city.tainai.lg.jp 
販売地域  納 期  

 URL： http://www.city.tainai.niigata.jp/ 

 

 

H21 年度データ 



製品名  脱硫ガス  製造開始 昭和 51 年 9 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

消化ガスの硫化水素分を除去し、消化タンク加温用ボイラーの燃料として使用   

硫化水素分を 100 から 0ppm に減少   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
ガス事業法特になし 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 特になし 

下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 特になし 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成18年 長岡市役所 3,120 ㎥ 37,400 ㎥ 平成 18 年 自前使用 ボイラーの燃料 37,400 ㎥  

         

         

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 長岡市 
販売元 長岡市役所 

 土木部下水道管理課長岡中央浄化センター 

 〒940-0015 
公表価格 0 円 荷 姿 ガス状 

 新潟県長岡市寿３丁目４番３号 

 TEL： 0258－24－1646 
取引条件 なし 荷渡条件 なし 

 FAX： 0258－24－9325 

 E-mail： gesui-jc@city.nagaoka.lg.jp 
販売地域 当該下水処理場で使用(自前使用) 納 期 毎日連続 

 URL： http://www.city.nagaoka.niigata.jp/ 

 

汚泥成分表 

分析日  含水率 77.3％ 有機分比含水率 57.9％ 固形物量 22.7W/W% 

C  Ca0  T-Fe 65,300mg/kg ニッケル 72mg/kg ダイオキシン -ng-TEQ/g 

H  MgO  クロム 130mg/kg ヒ素 9.9mg/kg   

N  MnO 2,360mg/kg 六価  フッ素    

O  SiO2  総水銀 0.28mg/kg ホウ素    

灰分  TiO  カドミウム 1.7mg/kg セレン    

Al2O3  FeO 8,4000mg/kg 鉛 50mg/kg シアン    

H20 年度データ 

 



製品名  精製ガス  製造開始 平成 11 年 4 月 

 

 
製品概要・特徴  

  

消化ガスを精製し、都市ガスの原料として、民間のガス会社へ供給   

メタン濃度を６０から９０％に上げ、高発熱量化を図っている   

  
 

 

原料情報 緑農地利用 建設資材利用 法 令 ・ 

環境基準 
ガス事業法 

原料単位   

材料名 割合 含水率(%) 材料名 割合 含水率(%) 
製品規格 

総発熱量 8,500kcal/㎥以上   炭酸ガス濃度 4.0％以下 

硫化水素含有量 2ppm 以下 下水汚泥   下水汚泥   

返送汚泥      
公的評価 

旧建設省より「アイデア下水道モデル事業」として採択 

第８回建設大臣賞受賞   第５回２１世紀の「人と建設技術」賞受賞 

原 料 

（含有比率）

      

  

製造実績等 納品実績等 

年度 製造元 月産 年産 年度 相手先 施工場所 数量 備考 

平成18年 長岡市役所 49,700 ㎥ 596,000㎥ 平成18年 北陸ガス㈱ 蔵王工場 596,000 ㎥  

         

         

         

         

  

販売条件 問い合せ先 

 長岡市 
販売元 長岡市役所 

 土木部下水道管理課長岡中央浄化センター 

 〒940-0015 
公表価格 19.50 円/㎥ 荷 姿 ガス状 

 新潟県長岡市寿３丁目４番３号 

 TEL： 0258－24－1646 
取引条件 ｢質問７製品規格」に同じ 荷渡条件 特になし 

 FAX： 0258－24－9325 

 E-mail： gesui-jc@city.nagaoka.lg.jp 
販売地域 北陸ガス株式会社 蔵王工場 納 期 毎日連続 

 URL： http://www.city.nagaoka.niigata.jp/ 

 

汚泥成分表 

分析日  含水率 77.3％ 有機分比含水率 57.9％ 固形物量 22.7W/W% 

C  Ca0  T-Fe 65,300mg/kg ニッケル 72mg/kg ダイオキシン -ng-TEQ/g 

H  MgO  クロム 130mg/kg ヒ素 9.9mg/kg   

N  MnO 2,360mg/kg 六価  フッ素    

O  SiO2  総水銀 0.28mg/kg ホウ素    

灰分  TiO  カドミウム 1.7mg/kg セレン    

Al2O3  FeO 84,000mg/kg 鉛 50mg/kg シアン    

 

H20 年度データ 



 
 
 
資 料（パンフレット他） 
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お取引1セメント1製品・サービス：太平洋セメント 1／1ページ

ホーム〉製品・サービス〉セメント〉お取引

セメント

セメントトップ

お取引

出荷場所

商品

生コン会マップ

ご相談コーナー

リンク集

ジオセット

お取引

現在、お客様とのお取引関係は、ご覧のようになっています。

具体的なお取引については、弊社各支店にお問い合わせいただきますよう、お
願いいたします。

太平洋セメント

セメント卸
脇同組合 建材店

膿溜

蔽売店

生コンクリート

　　会社

コンクリート

　製品会社

O品質保証

工事駐社

当社は品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001の認証
を取得し、徹底した管理システムにより万全の品質保証を行
っています。

翼サイトのご利用について　■個人情報の取り扱い　口お問い合わせ

http：／／www．taiheiyo－cement．coJP／service－product／cement／torihiki－i．htmI 2011／02／20
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商品1セメント1製品・サービス 太平洋セメント 1／1ページ

ホーム〉製品・サービス〉セメント〉商品

セメント 商品のご紹介
セメントトップ

お取引 このページでは、弊社のセメント製品をご紹介いたします。

出荷場所
下の製品をクリックしてください。

商品

生コン会マップ

ご相談コーナー

リンク集

ジオセット

普遜ボルトラン！ドセメント

さまざまな分野で活躍、

多様なニーズに応えます。

早弾ボルトランドセ～【ント

初期強度発現性に優れ
工期短縮に応えます。

中庸熱ポルトランドセメント

　マスコンクリート構造物に

優れた特性を発揮しま
　　　　　す。

，，

高炉セメント

　　化学抵抗性に優れ、
長期にわたり強度発現を持続。

フライアッシュセメント

ワーカビリティーや

水密性に優れ、

マスコンクリートの

温度ひび割れを
　抑制します。

弾 低熱ポルトランドセメント

9
・
心

　　

騒＿。・・
　　　　．

混合材を使用せずに
低発熱化を実現。

．、

ハイアキュラス

　有機繊維・炭素繊維の
性能を最大限に発揮します。

■

ミ醸

i難：．’

GRGセメント

優れた耐久性、寸法安定性を
　　　お約束します。

ホワイトセメント

白さが際立ち、色鮮やかな
　着色コンクリートにも
　　　幅広く対応。

～
、
へ
、

綬
旨

拶’1

〆

エコセメント

　　資源循環型社会の
ニーズに応える全く新しいセメン

　　　　　　ト。

ご使用よの注意 セメント系固化材ジオセット

＊エコセメントについては
　現在のところ東京を中心とした関東エリアで販売を展開しておりま

　す。詳細は最寄の支店・営業所にお問合せいただきますよう、お願
　い致します

■サイトのご利用について　■個人情報の取り扱い　■お問い合わせ

http：／／www．taiheiyo－cement．coJP／service－product／cement／syouhlnj．htm1 2011／02／20
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