
しまねグリーン製品しまねグリーン製品のの
ご 紹 介ご 紹 介

「しまねグリーン製品」は、県の定める認定基準を満たしたリサイクル製品です。 
廃棄物の発生抑制・再資源化を進め、循環型社会・脱炭素社会の実現をめざします。

しまねグリーン製品 検索

問い合わせ先  島根県 環境生活部 環境政策課  〒690-8501 松江市殿町1番地 TEL 0852－22－6237 令和4年3月
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認定制度の概要
循環型社会の実現を目指して、島根発の優れたリサイクル製品を「しまねグリーン製品」に認定し、資源の

循環利用の促進とリサイクル産業の育成を図っています。
また、資源循環の取組を通して脱炭素社会の実現にも繋げていくため、本年度より「脱炭素化への寄与」を

認定要件に追加し、愛称を「しまねグリーン製品＋（プラス）」としました。

認 定 要 件
（１）県内に事業所を有する者により製造・加工される製品であること。
（２）生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業所において製造・加工されること。
（３）原材料の調達、製造・加工、販売、廃棄等において関係法令等が遵守されていること。
（４）次の認定基準に適合していること。

区　分 基　　　準　　　等

循環資源の利用

次のいずれかの利用割合を満たしていること。
　ア　島根県グリーン調達推進方針に定める判断の基準に定める割合
　イ　エコマーク商品認定基準に定める割合
　ウ　その他知事が適当と認める割合

安全性への配慮

次の基準を満たすこと。
　ア　特別管理（一般・産業）廃棄物を原材料としていないこと。
　イ�　土壌汚染対策法第６条に基づく「土壌汚染の要措置区域指定の基準（指定

基準）」に適合していること。
　　�　ただし、循環資源の性状、製品の用途等に応じて、当該基準項目の一部若

しくは全部を省略することができる。
　ウ　その他知事が適当と認めるもの。

規　　格　　等

次のいずれかの規格に適合していること。
　ア　日本産業規格（ＪＩＳ）
　イ　日本農林規格（ＪＡＳ）
　ウ　エコマーク商品認定基準　
　エ　島根県公共工事共通仕様書等、県その他の公的機関が定める規格
　オ　その他知事が適当と認めるもの

脱炭素化への寄与 当該製品の製造又は利用が、二酸化炭素の排出量の削減等に資すること。

認 定 期 間
　認定を受けた日から、３年後の３月末日まで（更新可能）。

認 定 審 査
　しまねグリーン製品認定委員会において審査のうえ、島根県知事が認定します。

しまねグリーン製品認定制度について



2 

認定を受けるには
期間を定めて（年１回程度）募集します。募集期

間はホームページ等でお知らせします。申請書の提

出にあたっては事前にお問い合わせください。申請

に関するご相談は随時承ります。

認定支援補助金
認定を受けるために要した「試験分析経費」の一

部を補助します。詳細はホームページをご覧くださ

い。

認定を受けると
◎認定証・認定マーク
島根県知事から認定証を交付します。

しまねグリーン製品認定マークを、製品や自社パ

ンフレット等に表示・使用できます。

しまねグリーン製品認定マーク

◎カタログ
認定製品と事業者を紹介する製品カタログを作

成・配布します。

◎製品の広報
県のホームページや新聞広告で認定製品を紹介し

ます。

◎展示会
県内外の製品展示会・商談会等への出展を支援し

ます。

詳細はホームページをご覧ください。

【製造事業者】

【知事】

【事務局（島根県）】

しまねグリーン製品の認定は、以下の流れにより実施します。

しまねグリーン製品認定の流れ

申請

認定可否の審査

認　定

認定証交付

受付・書類審査
幹事会（県庁関係各課等）に品質、
安全性、循環資源利用、関係法令
等について意見照会

【認定委員会】
（学術経験者等で構成される外部委員会）
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しまねグリーン製品認定事業者一覧
23事業者（令和4年3月31日現在）

市町村 製品種別 認定事業者 所在地 電話 掲載ページ

松江市
土木資材

八束コンクリート工業㈱ 松江市宍道町佐々布1032 0852-66-0322 18〜19

和光産業㈱ 松江市東出雲町下意東
2384-2 0852-52-6112 13〜16

木製品 さんもく工業㈱松江事業所 松江市八幡町888 0852-37-0211 24〜26

浜田市 園芸資材・
緑化基盤材 ㈲浜田浄化センター 浜田市原井町957 0855-22-3942 29

出雲市

土木資材

㈱イズコン 出雲市大津町1778-1 0853-23-2633 8〜11

河下興産㈱ 出雲市河下町762 0853-66-0048 21

昭和セメント工業㈱ 出雲市上塩冶町2775-5 0853-23-4560 11〜13

山建プラント㈱ 出雲市多伎町久村213-8 0853-86-3861 19

木製品

合同会社　石橋木工　　　　　出雲市園町1215 0853-62-5158 28

出雲地区森林組合 出雲市朝山町1314-1 0853-48-2103 27

㈱出雲木材市場 出雲市上塩冶町890-1 0853-21-1855 26

園芸資材・
緑化基盤材

㈱イズカ 出雲市長浜町337-13 0853-28-2688 30

㈲エコプラント佐田　　　 出雲市佐田町吉野512-26 0853-85-2345 30

その他
山陰興業㈱ 出雲市神西沖町2487-5 0853-43-0159 31

ふれんど 出雲市斐川町美南410 0853-72-3422 31

大田市
土木資材

東幸建設㈱ 大田市大田町吉永1266 0854-82-0175
20〜21

園芸資材・
緑化基盤材 30

安来市 土木資材 ㈱加藤商事 安来市今津町38 0854-22-3136 16〜17

江津市 土木資材
㈱ツチヨシ産業　江津工場 江津市浅利町1988-2 0855-55-1120 22

㈱丸惣 江津市二宮町神主1820-5 0855-53-0521 21

美郷町 園芸資材・
緑化基盤材 山興緑化㈲ 邑智郡美郷町小松地320 0855-77-0035 29

邑南町 木製品 ㈲日高林産 邑智郡邑南町鱒渕1111 0855-83-0323 28

吉賀町 土木資材 アイ・コーポレーション㈱ 鹿足郡吉賀町朝倉1414 0856-78-1270 22

広島市 土木資材 中国高圧コンクリート工業㈱ 広島市中区小町4-33 082-243-6928 23
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しまねグリーン製品認定製品一覧

土木資材
コンクリート二次製品

製  品  名 循 環 資 源

事 業 者 名

㈱イズコン 昭和セメント
工業㈱ 和光産業㈱ ㈱加藤商事 八束コンク

リート工業㈱
８ページ～ 11ページ～ 13ページ～ 16ページ～ 18ページ～

無筋コンクリート境界ブロック

石炭灰

〇 〇 〇

無筋コンクリートＬ型側溝 〇

無筋コンクリート大型ブロック類 〇

無筋コンクリート大型ブロック 〇

無筋コンクリート境界ブロック
（即時脱型製品） 〇

無筋コンクリート擁壁類
（即時脱型製品） 〇

無筋コンクリート大型ブロック類
（即時脱型製品） 〇

無筋コンクリート道路用境界ブロック 〇

無筋コンクリート大型安定型積みブロック 
（フィットロック、ＫＰブロック） 〇

鉄筋コンクリートＵ形側溝 〇 〇 〇

鉄筋コンクリートＵ形側溝類 〇

鉄筋コンクリートＬ型側溝 〇 〇

鉄筋コンクリートフリューム類 〇

鉄筋コンクリート擁壁類 〇

鉄筋コンクリート可変側溝 〇

鉄筋コンクリートフリューム 〇 〇

鉄筋コンクリートＬ型（Ｌ形）擁壁 〇 〇

鉄筋コンクリート排水溝 〇 〇

プレストレストコンクリート
ボックスカルバート 〇

鉄筋コンクリートボックスカルバート 〇

鉄筋コンクリート大型ブロック類 〇

鉄筋コンクリート車両用防護柵基礎類 〇

鉄筋コンクリート道路側溝 〇
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※…令和３年度  新規認定製品

製  品  名 循 環 資 源

事 業 者 名

㈱イズコン 昭和セメント
工業㈱ 和光産業㈱ ㈱加藤商事 八束コンク

リート工業㈱
８ページ～ 11ページ～ 13ページ～ 16ページ～ 18ページ～

鉄筋コンクリートマルチスリット側溝

石炭灰

〇

鉄筋コンクリート可変勾配側溝 〇 〇

鉄筋コンクリートフリューム、排水溝 〇

鉄筋コンクリートアーチカルバート、
ボックスカルバート 〇

鉄筋コンクリート重圧管 〇

鉄筋コンクリート側溝補修用製品 〇

鉄筋コンクリート芝台土止ブロック 〇

鉄筋コンクリート土止めブロック 〇

無筋コンクリート境界ブロック

溶融スラグ

〇 〇

鉄筋コンクリートＵ形側溝 〇 〇

鉄筋コンクリートＬ型側溝 〇

鉄筋コンクリート道路側溝 〇

鉄筋コンクリート可変勾配側溝 〇

鉄筋コンクリートフリューム、排水溝 〇

鉄筋コンクリート芝台土止ブロック 〇

鉄筋コンクリート境界杭 〇

鉄筋コンクリート可変側溝 〇

鉄筋コンクリートフリューム 〇

鉄筋コンクリートＬ型擁壁 〇

鉄筋コンクリート排水溝 〇

鉄筋コンクリート　スリット蓋 ※ 〇

無筋コンクリート境界ブロック

石炭灰 
溶融スラグ

〇

無筋コンクリートＬ型側溝 〇

鉄筋コンクリートＵ形側溝類 〇

鉄筋コンクリート可変側溝類 〇

鉄筋コンクリートＬ型側溝 〇

鉄筋コンクリートフリューム類 〇

鉄筋コンクリート排水溝 〇

鉄筋コンクリート擁壁類 〇
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コンクリート資材
製品名 循環資源 事業者 ページ

瓦ックリート 規格外瓦 東幸建設㈱ 20

アスファルト舗装材
製品名 循環資源 事業者 ページ

エコアス 廃プラスチック、廃食用油 山建プラント㈱ 19
瓦ックファルトナチュラル

規格外瓦 東幸建設㈱
20

瓦ックファルトベージュ
瓦ックファルトブラック
瓦ックコート
瓦ック薄層樹脂舗装 21

砕石代替資材
製品名 循環資源 事業者 ページ

セラミックサンド
規格外瓦 ㈱丸惣 21

セラアース ※
ライトサンド砕石 ライトサンド、規格外砕石 河下興産㈱ 21
いわみセラチップ 葺き替え解体廃瓦 アイ・コーポレーション㈱ 22

土砂代替資材等
製品名 循環資源 事業者 ページ

瓦砂 葺き替え解体廃瓦 山建プラント㈱ 19
G-sand 鋳造用鋳物砂製造時の集塵ダスト ㈱ツチヨシ産業  江津工場 22
ライトサンド 石炭灰（クリンカアッシュ） 中国高圧コンクリート工業㈱ 23

その他土木資材
製品名 循環資源 事業者 ページ

Ｈiビーズ 石炭灰（フライアッシュ） 中国高圧コンクリート工業㈱ 23

木製品
建築用木製品

製品名 循環資源 事業者 ページ
ウッディコムシリーズ　木道

間伐材、小径木 さんもく工業㈱  松江事業所

24
ウッディコムシリーズ　転落防止柵
ウッディコムシリーズ　ロープ柵
ウッディコムシリーズ　景観１
ウッディコムシリーズ　サイン１
ウッディコムシリーズ　建築１

25ウッディコムシリーズ　景観２
ウッディコムシリーズ　サイン２
木製防護柵 間伐材 出雲地区森林組合 27

※…令和３年度  新規認定製品
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その他木製品
製品名 循環資源 事業者 ページ

ウッディコムシリーズ　間伐材資材
間伐材、小径木

さんもく工業㈱松江事業所
25ウッディコムシリーズ　グッズ１

ウッディコムシリーズ　土木資材１
ウッディコムシリーズ　グッズ２

間伐材、再・未利用木材 26
ウッディコムシリーズ　グッズ３
ＥＣＯ3ＰＡＮＥＬ（エコ サン パネル）

間伐材、小径木 ㈱出雲木材市場 26
Ｅ’s－ＷＯＯＤ
名札

間伐材 出雲地区森林組合 27
リサイクルステーション物置
外用ごみ箱
木製文具
座・テーブル 檜間伐材 合同会社  石橋木工 28
ヒノキベッド部材

間伐材、小径木 ㈲日高林産 28
おおなん・香木の森ガーデニンググッズ

園芸資材・緑化基盤材
製品名 循環資源 事業者 ページ

サンコーエコ堆肥
木くず、家畜ふん尿 山興緑化㈲ 29

サンコーエコソイル
いわみの恵「たいひ君」 下水汚泥、木くず ㈲浜田浄化センター 29
ゼオセラミック 規格外瓦 ㈱イズカ 30
瓦ンド 規格外瓦 東幸建設㈱ 30
エコ堆肥 牛ふん、廃白土 ㈲エコプラント佐田 30

その他
製品名 循環資源 事業者 ページ

再生燃料油 エンジン油等廃潤滑油 山陰興業㈱ 31
根付及びストラップ シジミの貝殻及び古布 ふれんど 31



土

木

資

材

株式会社  イズコン　　　心地よさを人に地球に

所在地 島根県出雲市大津町1778-1	 電　話 0853-23-2633 ＦＡＸ 0853-23-2640

ＵＲＬ https://www.izcon.jp E-mail kenkyuu@izcon.co.jp

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 無筋コンクリート境界ブロック

製品例「歩車道境
界ブロック」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュを混和材として利用した製
品です。CO2の排出抑制にも寄与します。
歩車道境界ブロック、地先境界ブロッ

クがあります。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−5号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 無筋コンクリートＬ型側溝

製品例「Ｌ型側溝」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュを混和材として利用したＬ
型側溝です。CO2の排出抑制にも寄与し
ます。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−6号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 無筋コンクリート大型ブロック類

製品例「ふる里」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュを混和材として利用したブ
ロック製品です。CO2の排出抑制にも寄
与します。
ふる里、ＫＰブロック、ウェーブツイン、

ＲＡＢ、ストロール、小口止太郎、eベー
スがあります。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−7号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

フライアッシュを利用した即時脱型コン
クリ－ト製品 製品名 無筋コンクリ－ト境界ブロック（即時脱型製品）

製品例「歩車道境界ブロック」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュを混和材として利用し、ゼ
ロスランプの超硬練りコンクリ−トを用
いた即時脱型方式の歩車道境界ブロック
です。CO2の排出抑制にも寄与します。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第17−5号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

フライアッシュを利用した即時脱型コン
クリ－ト製品 製品名 無筋コンクリ－ト擁壁類（即時脱型製品）

製品例「ポラメッシュ」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュを混和材として利用し、ゼ
ロスランプの超硬練りコンクリ−トを用
いた即時脱型方式の製品です。CO2の排
出抑制にも寄与します。ポラメッシュが
あります。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第17−6号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

☆「価格」の欄に、「しまねグリーン製品HPをご覧ください」と記載のある製品は、
　　県環境政策課ホームページ　『しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表』をご覧ください。
　　なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問合わせください。
　　https://green.shima-eco.net/utilization/price.html
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用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリートフリューム類

製品例
「FTフリューム」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュを混和材として利用した製
品です。CO2の排出抑制にも寄与します。
フリューム、FTフリューム、スライダー

があります。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−11号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリート擁壁類

製品例「HIミルウォ－ル」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュを混和材として利用した製
品です。CO2の排出抑制にも寄与します。
ミルウォ−ル、ＨＩミルウォ−ル、テ−
ルアルメ、ス−パ−テ−ルアルメ、エコ
ボックス・マジックタイプ、ＳＰブロック、
ＳＰワイドウォール、根石ブロックがあ
ります。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−13号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリートボックスカルバート

製品例「ボックス
カルバート」

中国電力三隅火力発電所で発生する
フライアッシュを混和材として利用した
ボックスカルバートです。CO2の排出抑
制にも寄与します。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−14号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリートＵ形側溝類

製品例「落ちふた
式Ｕ形側溝」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュを混和材として利用した製
品です。CO2の排出抑制にも寄与します。
Ｕ形側溝、上ぶた式Ｕ形側溝、落ちふ

た式Ｕ形側溝、ソケット付Ｕ字溝、トン
ネル用Ｌ型側溝があります。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−8号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリートＬ型側溝

製品例「Ｌ型側溝」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュを混和材として利用したＬ
型側溝です。CO2の排出抑制にも寄与し
ます。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−10号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを利用した即時脱型コン
クリ－ト製品 製品名 無筋コンクリ－ト大型ブロック類（即時脱型製品）

製品例「CV護」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュを混和材として利用し、ゼ
ロスランプの超硬練りコンクリ−トを用
いた即時脱型方式の製品です。CO2の排
出抑制にも寄与します。ポラグラス、テ
トラック法尻ブロック、スパイクブロッ
ク、ロックルⅡ型、ハミング、ハ−モニ−、
ＣＶ絆、ＣＶ護があります。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第17−7号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

☆「価格」の欄に、「しまねグリーン製品HPをご覧ください」と記載のある製品は、
　　県環境政策課ホームページ　『しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表』をご覧ください。
　　なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問合わせください。
　　https://green.shima-eco.net/utilization/price.html
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用途
（品目）

フライアッシュと溶融スラグを利用した
コンクリ－ト二次製品 製品名 鉄筋コンクリ－トＵ形側溝類

製品例「DCT側溝」

中国電力三隅火力発電所で発生するフラ
イアッシュとエコクリ−ン松江で発生する
溶融スラグを利用した製品です。しまねグ
リ−ン製品認定制度では初めてフライアッ
シュと溶融スラグが入ったコンクリ−ト二次
製品として認定されました。Ｕ形側溝、上
ぶた式Ｕ形側溝、落ちふた式Ｕ形側溝、リ
ボ−ン側溝（ＲＵ）、道路用側溝Ｂ型、ＩＬ
Ｕ側溝、ＤＣＴ側溝、スリッタ−があります。

循環資源 フライアッシュ（石
炭灰）と溶融スラグ

認定番号 第14−17号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュと溶融スラグを利用した
コンクリ－ト二次製品 製品名 鉄筋コンクリ－ト可変側溝類

製品例「フレキシブル側溝」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュとエコクリ−ン松江で発生
する溶融スラグを利用した製品です。し
まねグリ−ン製品認定制度では初めてフ
ライアッシュと溶融スラグが入ったコン
クリ−ト二次製品として認定されました。
リボ−ン側溝（ＲＳ）、フレキシブル側溝、
ＶＳ側溝、カセットウォ−ルがあります。

循環資源 フライアッシュ（石
炭灰）と溶融スラグ

認定番号 第14−18号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュと溶融スラグを利用した
コンクリ－ト二次製品 製品名 無筋コンクリ－トＬ型側溝

製品例「Ｌ型側溝」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュとエコクリーン松江で発生
する溶融スラグを利用したＬ型側溝です。
しまねグリーン製品認定制度では初めて
フライアッシュと溶融スラグが入ったコ
ンクリート二次製品として認定されまし
た。

循環資源 フライアッシュ（石
炭灰）と溶融スラグ

認定番号 第14−16号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュと溶融スラグを利用した
コンクリ－ト二次製品 製品名 無筋コンクリ－ト境界ブロック

製品例「歩車道境
界ブロック」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュとエコクリーン松江で発生
する溶融スラグを利用した製品です。し
まねグリーン製品認定制度では初めてフ
ライアッシュと溶融スラグが入ったコン
クリート二次製品として認定されました。
歩車道境界ブロック、地先境界ブロッ

クがあります。

循環資源 フライアッシュ（石
炭灰）と溶融スラグ

認定番号 第14−15号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリート大型ブロック類

製品例「笠コンフレーム」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュを混和材として利用した製
品です。CO2の排出抑制にも寄与します。
カゴボックス、スリ−フレ−ム、笠コ

ンフレ−ムがあります。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−15号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリート車両用防護柵基礎類

製品例
「ＧＵブロック」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュを混和材として利用した製
品です。CO2の排出抑制にも寄与します。
プレガードⅡ、スクラムガード、ＧＵ

ブロックがあります。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第2020−1号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

☆「価格」の欄に、「しまねグリーン製品HPをご覧ください」と記載のある製品は、
　　県環境政策課ホームページ　『しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表』をご覧ください。
　　なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問合わせください。
　　https://green.shima-eco.net/utilization/price.html
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用途
（品目）

フライアッシュと溶融スラグを利用した
コンクリ－ト二次製品 製品名 鉄筋コンクリ－トＬ型側溝

製品例「Ｌ型側溝」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュとエコクリーン松江で発生
する溶融スラグを利用したＬ型側溝です。
しまねグリーン製品認定制度では初めて
フライアッシュと溶融スラグが入ったコ
ンクリート二次製品として認定されまし
た。

循環資源 フライアッシュ（石
炭灰）と溶融スラグ

認定番号 第14−19号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュと溶融スラグを利用した
コンクリ－ト二次製品 製品名 鉄筋コンクリ－トフリュ－ム類

製品例
「フリュ－ム」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュとエコクリーン松江で発生
する溶融スラグを利用した製品です。し
まねグリーン製品認定制度では初めてフ
ライアッシュと溶融スラグが入ったコン
クリート二次製品として認定されました。
フリュ−ム、ベンチフリュ−ム、角フ

リュ−ムがあります。

循環資源 フライアッシュ（石
炭灰）と溶融スラグ

認定番号 第14−20号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュと溶融スラグを利用した
コンクリ－ト二次製品 製品名 鉄筋コンクリ－ト排水溝

製品例「排水溝」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュとエコクリーン松江で発生
する溶融スラグを利用した排水溝です。
しまねグリーン製品認定制度では初めて
フライアッシュと溶融スラグが入ったコ
ンクリート二次製品として認定されまし
た。

循環資源 フライアッシュ（石
炭灰）と溶融スラグ

認定番号 第14−21号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

フライアッシュと溶融スラグを利用した
コンクリ－ト二次製品 製品名 鉄筋コンクリ－ト擁壁類

製品例「芝台土止
めブロック」

中国電力三隅火力発電所で発生するフ
ライアッシュとエコクリーン松江で発生
する溶融スラグを利用した製品です。し
まねグリーン製品認定制度では初めてフ
ライアッシュと溶融スラグが入ったコン
クリート二次製品として認定されました。
芝台土止めブロック、Ｌ型土留ブロッ

クがあります。

循環資源 フライアッシュ（石
炭灰）と溶融スラグ

認定番号 第14−22号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

昭和セメント工業株式会社 循環型社会の実現を目指して
リサイクルを推進し、美しい環境を創造します

所在地 島根県出雲市上塩冶町2775-5 電　話 0853-23-4560 ＦＡＸ 0853-23-0234

ＵＲＬ http://www.showace.jp E-mail info@syowace.co.jp

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 無筋コンクリート境界ブロック

製品の施工例

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として利用し
ています。従来のブロックと同様に使用
できます。日本産業規格製品。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第22−51号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

☆「価格」の欄に、「しまねグリーン製品HPをご覧ください」と記載のある製品は、
　　県環境政策課ホームページ　『しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表』をご覧ください。
　　なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問合わせください。
　　https://green.shima-eco.net/utilization/price.html
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フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリートＬ形側溝

製品例「Ｌ型側溝」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として利用し
ています。従来の側溝と同様に使用でき
ます。日本産業規格製品。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第22−54号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリート可変側溝

製品の施工例

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として利用し
ています。従来の自由勾配側溝と同様に
使用できます。（消音タイプもあります。）

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第22−55号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリ－トフリュ－ム

製品例
「フリューム」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として利用し
ています。従来のフリュームと同様に使
用できます。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第22−57号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリートＬ型擁壁

製品の施工例

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として利用し
ています。従来のＬ型擁壁と同様に使用
できます。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第22−58号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリート排水溝

製品例「排水溝」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として利用し
ています。従来の排水溝と同様に使用で
きます。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第22−59号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリートＵ形側溝

製品の施工例

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として利用し
ています。従来の側溝と同様に使用でき
ます。（道路用側溝A型は、消音タイプも
あります。）日本産業規格製品。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第22−53号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

☆「価格」の欄に、「しまねグリーン製品HPをご覧ください」と記載のある製品は、
　　県環境政策課ホームページ　『しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表』をご覧ください。
　　なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問合わせください。
　　https://green.shima-eco.net/utilization/price.html
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用途
（品目）

フライアッシュを利用したコンクリート
二次製品 製品名 プレストレストコンクリートボックスカルバート

製品例「ボックス
カルバート」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として利用し
ています。従来のボックスカルバートと
同様に使用できます。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第22−61号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

和光産業株式会社　　　人にやさしく、地域にやさしく、環境にやさしく

所在地 島根県松江市東出雲町下意東2384-2	 電　話 0852-52-6112 ＦＡＸ 0852-52-4349

ＵＲＬ https://www.wakoh-pc.co.jp/ E-mail sales@wakoh-pc.co.jp

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリート道路側溝

製品の施工例
「道路側溝Ｍ（無
騒音）」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として使用し、
廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の
節約を図っています。Ａ型、Ｂ型、無騒
音タイプ等、各種ご用意できます。ＤＣ
Ｔ側溝もございます。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−19号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 無筋コンクリート大型ブロック 

製品の施工例
「ＫＰブロック」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として使用し、
廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の
節約を図っています。大型積みブロック、
環境保全型等、各種ご用意できます。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−4号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 無筋コンクリート境界ブロック

製品の施工例
「防草ブロック」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として使用し、
廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の
節約を図っています。歩車道境界、地先
境界、防草タイプ等、各種ご用意できます。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−17号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリートＵ形側溝

製品例「Ｕ字溝 L＝600㎜」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として使用し、
廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の
節約を図っています。水路方向の長さは
600㎜、1000㎜、2000㎜がご用意でき
ます。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−18号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

☆「価格」の欄に、「しまねグリーン製品HPをご覧ください」と記載のある製品は、
　　県環境政策課ホームページ　『しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表』をご覧ください。
　　なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問合わせください。
　　https://green.shima-eco.net/utilization/price.html
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用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリートマルチスリット側溝

製品の施工例

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として使用し、
廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の
節約を図っています。側溝蓋は様々なバ
リエーションがあり、施工場所に合わせ
選べます。また、側溝本体は可変勾配側
溝としても使用できます。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−20号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリート重圧管

製品例
「重圧管（角型）」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として使用し、
廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の
節約を図っています。自動車荷重T-25に
対応しています。角型は土被り０ｍから
使用できます。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第17−8号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリートＬ型擁壁

製品の施工例
「ＣＨウォール」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として使用し、
廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の
節約を図っています。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−23号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリートアーチカルバート、ボックスカルバート

製品の施工例
「アーチカルバート」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として使用し、
廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の
節約を図っています。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−24号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリート可変勾配側溝

製品の施工例
「ＣＨ－Ⅱ可変側溝
（無騒音）」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として使用し、
廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の
節約を図っています。全て、無騒音タイ
プとなっています。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−21号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリートフリューム、排水溝

製品例
「Ｕ字フリューム」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として使用し、
廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の
節約を図っています。Ｕ字フリューム、
角フリューム、排水溝、大型水路等、各
種ご用意できます。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第23−22号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

☆「価格」の欄に、「しまねグリーン製品HPをご覧ください」と記載のある製品は、
　　県環境政策課ホームページ　『しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表』をご覧ください。
　　なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問合わせください。
　　https://green.shima-eco.net/utilization/price.html
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用途
（品目）

溶融スラグを使用したコンクリート二次
製品 製品名 鉄筋コンクリートＵ形側溝

製品例「Ｕ字溝 L＝600㎜」

エコクリーン松江から排出される溶
融スラグを骨材として使用し、廃棄物を
減量するとともに、鉱物資源の節約を
図っています。水路方向の長さは600㎜、
1000㎜、2000㎜がご用意できます。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第12−3号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

溶融スラグを使用したコンクリート二次
製品 製品名 鉄筋コンクリート道路側溝

製品例
「道路側溝Ｍ（無騒音）」

エコクリーン松江から排出される溶融
スラグを骨材として使用し、廃棄物を減
量するとともに、鉱物資源の節約を図っ
ています。Ａ型、Ｂ型、無騒音タイプ等、
各種ご用意できます。ＤＣＴ側溝もござ
います。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第12−5号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

溶融スラグを使用したコンクリート二次
製品 製品名 鉄筋コンクリートＬ形側溝

エコクリーン松江から排出される溶融
スラグを骨材として使用し、廃棄物を減
量するとともに、鉱物資源の節約を図っ
ています。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第12−4号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

溶融スラグを使用したコンクリート二次
製品 製品名 無筋コンクリート境界ブロック

製品例
「歩車道境界ブロック」

エコクリーン松江から排出される溶融
スラグを骨材として使用し、廃棄物を減
量するとともに、鉱物資源の節約を図っ
ています。歩車道境界、地先境界、防草
タイプ等、各種ご用意できます。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第12−2号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリート側溝補修用製品

施工例「CRスラブⅡ型」

施工前 施工後 中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として使用し、
廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の
節約を図っています。既設の現場打ち側
溝の上部を補修する製品です。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第2020−2号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリート芝台土止ブロック

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを混和材として使用し、
廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の
節約を図っています。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第2020−3号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

☆「価格」の欄に、「しまねグリーン製品HPをご覧ください」と記載のある製品は、
　　県環境政策課ホームページ　『しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表』をご覧ください。
　　なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問合わせください。
　　https://green.shima-eco.net/utilization/price.html
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用途
（品目）

溶融スラグを使用したコンクリート二次
製品 製品名 鉄筋コンクリート境界杭

エコクリーン松江から排出される溶融
スラグを骨材として使用し、廃棄物を減
量するとともに、鉱物資源の節約を図っ
ています。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第12−9号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 無筋コンクリート道路用境界ブロック

製品例
「歩車道境界」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを使用した歩車道境界
ブロックです。長さは600㎜と2000㎜の
2タイプあり、排水用の穴が開いたものな
どもあります。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第14−8号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

株式会社  加藤商事　　　人と自然の調和を目指し
豊かな想像力で地域社会に貢献する

所在地 島根県安来市今津町38 電　話 0854-22-3136 ＦＡＸ 0854-23-2065

ＵＲＬ － E-mail senpoko48@yahoo.co.jp

用途
（品目）

溶融スラグを使用したコンクリート二次
製品 製品名 鉄筋コンクリートフリューム、排水溝

製品例
「Ｕ字フリューム」

エコクリーン松江から排出される溶融
スラグを骨材として使用し、廃棄物を減
量するとともに、鉱物資源の節約を図っ
ています。Ｕ字フリューム、角フリューム、
排水溝等、各種ご用意できます。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第12−7号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

溶融スラグを使用したコンクリート二次
製品 製品名 鉄筋コンクリート可変勾配側溝

製品例「ＣＨ－Ⅱ
可変側溝（無騒音）」

エコクリーン松江から排出される溶融
スラグを骨材として使用し、廃棄物を減
量するとともに、鉱物資源の節約を図っ
ています。全て、無騒音タイプとなって
います。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第12−6号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

溶融スラグを使用したコンクリート二次
製品 製品名 鉄筋コンクリート芝台土止ブロック

エコクリーン松江から排出される溶融
スラグを骨材として使用し、廃棄物を減
量するとともに、鉱物資源の節約を図っ
ています。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第12−8号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

☆「価格」の欄に、「しまねグリーン製品HPをご覧ください」と記載のある製品は、
　　県環境政策課ホームページ　『しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表』をご覧ください。
　　なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問合わせください。
　　https://green.shima-eco.net/utilization/price.html
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用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリートフリューム（角、U字、ベンチ、ベンチふた）

製品例
「角フリューム」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを使用し、形状の違う
Ｕ字・ベンチ・角フリュームの３種類を
ご用意しています。またサイズも、内幅
150～500㎜程度まであり、ご要望に合っ
たものを選べます。長さは、2000㎜のみ
ですが、ご希望があればカットします。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第14−11号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 無筋コンクリート大型安定型積みブロック（フィットロック、KPブロック）

製品例
「フィットロック　
控え350型」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを使用した宅地造成・
急勾配の法面保護に使用する大形積みブ
ロックです。350㎜、450㎜、500㎜の3
タイプ、背面の湧水対策の排水穴タイプ
もあります。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第14−9号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリート排水溝

製品例
「排水溝300型」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを使用し、公共工事か
ら民間の農地整備に使用できる排水溝で
す。内幅150～600㎜までのサイズをご
用意しております。長さは、2000㎜のみ
ですが、ご希望があればカットします。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第14−12号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリート可変勾配側溝（可変側溝・側溝ふた）

製品例
「MP側溝本体」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを使用した土木工事用
可変側溝で、深さは300～1100㎜（内幅
は300㎜のみ）までのサイズがあります。
ふたの上を車が走行した時の騒音を大幅
に軽減したタイプの側溝です。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第14−13号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリート土止めブロック

製品例「芝台土止
めブロック」

中国電力三隅火力発電所から排出され
るフライアッシュを使用した敷地造成用
芝台土止めブロックです。横幅が600㎜・
2000㎜（高さは500㎜のみ）の２つのタ
イプをご用意しています。簡易な造成に
最適です。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第14−14号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

フライアッシュを使用したコンクリート
二次製品 製品名 鉄筋コンクリートU型側溝（落ちふた式・Ｂ型側溝・側溝ふた）

製品例
「道路側溝　A3種
−300A型」

中国電力三隅火力発電所から排出す
るフライアッシュを使用した道路用側
溝、A1種は250～400A、A3種は250～
500B、B型は250・300Aをご用意して
います。道路側溝A1種・A3種及びふたは
JIS規格に準拠しています。

循環資源 フライアッシュ
（石炭灰）

認定番号 第14−10号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

☆「価格」の欄に、「しまねグリーン製品HPをご覧ください」と記載のある製品は、
　　県環境政策課ホームページ　『しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表』をご覧ください。
　　なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問合わせください。
　　https://green.shima-eco.net/utilization/price.html
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用途
（品目）

溶融スラグを利用したコンクリート二次
製品 製品名 鉄筋コンクリートＬ型擁壁

Ｌ型擁壁

エコクリーン松江から排出される溶融
スラグを骨材として使用しています。本
製品は、従来のＬ型擁壁（芝台土止めブ
ロック）と同様に使用できます。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第16−15号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

溶融スラグを利用したコンクリート二次
製品 製品名 無筋コンクリート境界ブロック

境界ブロック

エコクリーン松江から排出される溶融
スラグを骨材として使用しています。本
製品は、従来の境界ブロック（歩車道）
と同様に使用できます。又、ロングタイ
プ（Ｌ＝2,000）もあります。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第16−16号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

溶融スラグを利用したコンクリート二次
製品 製品名 鉄筋コンクリートフリューム

製品例
「ベンチフリュー
ム」

エコクリーン松江から排出される溶融
スラグを骨材として使用しています。本
製品は、従来のフリュームと同様に使用
できます。Ｕ字フリューム、角フリューム、
ベンチフリュームがあります。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第16−14号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

溶融スラグを利用したコンクリート二次
製品 製品名 鉄筋コンクリート可変側溝

可変側溝

エコクリーン松江から排出される溶融
スラグを骨材として使用しています。本
製品は、従来の可変側溝（RFS側溝、消音
タイプ）と同様に使用できます。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第16−13号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目）

溶融スラグを利用したコンクリート二次
製品 製品名 鉄筋コンクリートＵ型側溝

製品例
「Ｕ型可変側溝」

エコクリーン松江から排出される溶融
スラグを骨材として使用しています。本
製品は、従来のU型側溝と同様に使用でき
ます。Ｕ形可変側溝（ＤＣＴ側溝）、落ち
蓋式Ｕ型側溝、道路用側溝（レール側溝）、
道路用側溝Ｂ型があります。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第16−12号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

八束コンクリート工業株式会社 安全で使いやすい製品をモットーに
製品開発しております

所在地 島根県松江市宍道町佐々布1032 電　話 0852-66-0322 ＦＡＸ 0852-66-1271

ＵＲＬ http://www.yatsukakon.co.jp E-mail s.nagase@yatsukakon.co.jp

☆「価格」の欄に、「しまねグリーン製品HPをご覧ください」と記載のある製品は、
　　県環境政策課ホームページ　『しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表』をご覧ください。
　　なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問合わせください。
　　https://green.shima-eco.net/utilization/price.html
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用途
（品目）

溶融スラグを利用したコンクリート二次
製品 製品名 鉄筋コンクリート排水溝

排水溝

エコクリーン松江から排出される溶融
スラグを骨材として使用しています。本
製品は、従来の排水溝と同様に使用でき
ます。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第16−17号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

溶融スラグを利用したコンクリート二次
製品 製品名 鉄筋コンクリートスリット蓋

レール側溝消音タイプ

道路用側溝タイプ

汎用品の道路用側溝に掛けるスリット
付きの蓋です。路面排水、湧水などの排
水を補助します。

循環資源 溶融スラグ

認定番号 第2021−1号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格 しまねグリーン製品HP
をご覧ください（下記☆）

用途
（品目） アスファルト混合物改質補強添加材 製品名 エコアス

施工例
製品例

プラスチックと廃食用油を再生利用し
たペレット状のアスファルト混合物改質
補強添加剤です。アスファルト混合物に
エコアスを添加すると、通常のポリマー
改質混合物と同等の耐流動性を確保する
とともに、資源循環およびCO2排出量の
低減など地球温暖化の防止に貢献します。

循環資源 廃プラスチック、
廃食用油

認定番号 第9−3号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格 380円／kg
（送料含）

山建プラント株式会社　　　未来の環境のために私たちができること

所在地 島根県出雲市多伎町久村213-8 電　話 0853-86-3861 ＦＡＸ 0853-86-3862

ＵＲＬ http://sankenp.co.jp E-mail a-matsuura@sankenp.co.jp

用途
（品目） 管路基礎砂、埋戻し材 製品名 瓦砂

製品サンプル

解体工事などで発生する廃瓦を破砕・
分級したもので、環境にも土壌にもやさ
しい再生砂です。多孔質で、透水性を持
ちながら保水性も確保しており、水に強
く、雨などによる泥化・固体化の心配が
ありません。また、締まりも良く、管路
基礎砂に最適です。

循環資源 葺き替え解体廃瓦

認定番号 第2020−4号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お見積もりによる

☆「価格」の欄に、「しまねグリーン製品HPをご覧ください」と記載のある製品は、
　　県環境政策課ホームページ　『しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表』をご覧ください。
　　なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問合わせください。
　　https://green.shima-eco.net/utilization/price.html
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用途
（品目） 舗装用材 製品名 瓦ックコート

施工例
製品サンプル

耐摩耗性に優れ、滑りにくい柔らかな
色合いの景観となります。既設の舗装を
利用することで、雰囲気の変わったリフ
レッシュ舗装となります。

循環資源 規格外瓦

認定番号 第18−2号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格 1セット／30,000円
（加工場渡し）

用途
（品目） 瓦セラミック骨材を使用したカラー舗装 製品名 瓦ックファルトナチュラル

施工後6年を経過した色合い
施工直後の色合い

舗装骨材に石州瓦製造過程で排出され
た規格外瓦を破砕した骨材を使用してい
ます。瓦独特の土色が舗装表面に表れる
ので、脱色舗装の特色を最大限に生かし
た自然環境と調和する景観カラー舗装と
して仕上がります。

循環資源 規格外瓦

認定番号 第14−4号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 52,000円／トン
（加工場渡し）

用途
（品目） 瓦セラミック骨材を使用したカラー舗装 製品名 瓦ックファルトベージュ

施工後３年を経過した色合い
施工直後の色合い

舗装骨材に石州瓦製造過程で排出され
た規格外瓦を破砕した骨材を使用してい
ます。瓦独特の色合いに顔料を添加して
いるので、淡いベージュ色の景観カラー
舗装として公園・学校周りの園路に利用
できます。

循環資源 規格外瓦

認定番号 第14−5号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 61,000円／トン
（加工場渡し）

用途
（品目）

瓦セラミック骨材を使用したアスファル
ト舗装 製品名 瓦ックファルトブラック

施工後３年を経過した色合い
施工直後の色合い

黒舗装に使われている天然骨材を、石
州瓦製造過程で発生する規格外瓦を破砕
した瓦骨材に置き換えた、地場産業を活
かしたリサイクルアスファルト舗装です。

循環資源 規格外瓦

認定番号 第14−6号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 21,000円／トン
（加工場渡し）

東幸建設株式会社　　　自然と調和した地域社会整備で
次なる世代へ豊かな郷土を

所在地 島根県大田市吉永1266 電　話 0854-82-0175 ＦＡＸ 0854-82-9074

ＵＲＬ http://kawarahosou.net/ E-mail takehito-hatano@toukou-ken.jp

用途
（品目） セラミック骨材を使用した多機能性舗装材 製品名 瓦ックリート

施工例

日本の風土に溶け込んだ石州瓦を活用
することで、照り返しが少なく、柔らか
な色合いの自然に優しい瓦舗装として仕
上がります。透水性に優れ、滑りにくく、
多彩な色合いで景観にマッチした多機能
な舗装材です。

循環資源 規格外瓦

認定番号 第12−1号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格 1,500円／20kg詰め袋（送料別）
㎥売りは別途見積もります
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用途
（品目） 舗装用材 製品名 瓦ック薄層樹脂舗装

施工例

製品サンプル

透水性に優れ、水溜まりの出来ない柔
らかな色合いの舗装となります。瓦の釉
薬面が光を反射して、独特の風合いを作
り出します。

循環資源 規格外瓦

認定番号 第18−3号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格 1セット／30,000円
（加工場渡し）

株式会社　丸惣　　　物に心、人に仁、地域に愛

所在地 島根県江津市二宮町神主1820-5 電　話 0855-53-0811 ＦＡＸ 0855-53-3623

ＵＲＬ https://www.kawara.co.jp E-mail kasasaki@kawara.co.jp

用途
（品目） 敷砂・敷砂利 製品名 セラミックサンド

透水性に優れており水はけが良いので、排
水不良の地面に利用すれば、ぬかるみを防
ぎます。また、保水性が高く、熱伝導率が低
いことから、庭や住宅のアプローチなどに敷
くとヒートアイランド現象の抑制に効果的で
す。素焼き粘土の色合いは、どのような景観
にもなじみますので、様々な用途でご利用く
ださい。

循環資源 規格外瓦

認定番号 第13−1号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 見積りによる

用途
（品目） 透水平板 製品名 セラアース

透水性があり、滑りにくい瓦ウォーター
ショット仕上げで、水たまりを防ぎます。
照り返しが少なく、多孔質で保水性もあ
るため、打水効果が得られます。また、
素焼き粘土の色合いは、歩道の足元を明
るくします。

循環資源 規格外瓦

認定番号 第2021−2号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格 9,600円/㎡（税別）

河下興産株式会社　　　よりよい社会を創造するために
地域社会づくりに貢献します

所在地 島根県出雲市河下町762 電　話 0853-66-0048 ＦＡＸ 0853-66-0660

ＵＲＬ － E-mail kawashimokousan@trust.ocn.ne.jp

用途
（品目） 再生埋戻し材 製品名 ライトサンド砕石

製品サンプル

中国電力㈱で販売するライトサンドと
弊社規格外砕石を7：3で混合した埋戻し
材料です。ライトサンド単体で使用する
よりも締固め易く、CBR値が向上するた
め、特に締固めエネルギーの小さいタン
パ等での施工に適しています。

循環資源 ライトサンド、
規格外砕石

認定番号 第14−23号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 2,400円／㎥
（出雲市内持込み渡し）
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アイ・コーポレーション株式会社　　　地球にやさしい
生活環境を創ります

所在地 島根県鹿足郡吉賀町朝倉1414 電　話 0856-78-1270 ＦＡＸ 0856-78-1280

ＵＲＬ https://www.icorpo.jp E-mail riplant@icorpo.jp

用途
（品目） 葺き替え解体廃瓦（透水性舗装材） 製品名 いわみセラチップ

製品サンプル
透水性舗装施工例

公園、遊歩道、駐車場の透水性舗装材、
園芸用の化粧石、雑草抑制、防犯砂利等
に最適です。

循環資源 葺き替え解体廃瓦

認定番号 第15−4号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格 3,500円／㎥
（運賃別）

株式会社ツチヨシ産業  江津工場 
お客様から信頼され、
鋳造業界になくてはならない存在となり、
社員が幸せになれる企業

所在地 島根県江津市浅利町1988-2 電　話 0855-55-1120 ＦＡＸ 0855-55-1121

ＵＲＬ http://www.tyco.co.jp/ E-mail ishihara.k@tyco.co.jp

用途
（品目）

鋳物砂再生工場の集塵粉を利用した	
土木資材 製品名 G-sand

製品サンプル
施工写真

鋳物砂再生工場から発生する集塵粉を
原料に造粒固化した土木用再生土です。
路床材、クッション材、軟質土壌の置換
材等として利用して頂くことが可能であ
るため、貴重な天然砂の枯渇防止とコス
ト低減にも繋がります。

循環資源 鋳造用鋳物砂製造
時の集塵ダスト

認定番号 第15−1号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格 1,000円／トン
※工場渡しの価格です。
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中国高圧コンクリート工業株式会社 コンクリートで社会を支え
サスティナブルな未来を築く

所在地 広島県広島市中区小町4-33 電　話 082-243-6928 ＦＡＸ 082-244-9058

ＵＲＬ http://e-grid-gr.energia.co.jp/kouatsu/ E-mail r00859@pnet.gr.energia.co.jp

用途
（品目） 土砂代替資材 製品名 ライトサンド

製品サンプル

軽量で高いせん断強度を備えているた
め、よう壁の裏込材、軽量盛土材として
適しています。また、排水性・通気性に
富み、保水性もあるため、グラウンド等
の排水材にも適します。

循環資源 石炭灰
（クリンカアッシュ）

認定番号 第23−26号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格
2,300円～3,000円／㎥
（�現場持込み渡しのため供給
地域により価格は異なります）

用途
（品目） 海砂代替材 製品名 Ｈiビーズ

製品サンプル

一般の無機質土に比べて軽量であるた
め、軟弱地盤上へも適切に覆砂できます。
最近では、生物生息の環境改善およびヘ
ドロ浄化の有効性が確認されています。
また、高いせん断強度を確保できるため、
海域の地盤改良材として適しています。

循環資源 石炭灰
（フライアッシュ）

認定番号 第13−2号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 2,000円～3,000円／㎥
（要問い合わせ）
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さんもく工業株式会社  松江事業所 さんもく工業は保存処理技術で
良質な屋外木材製品を作り続けます

所在地 島根県松江市八幡町888 電　話 0852-37-0211 ＦＡＸ 0852-37-0214

ＵＲＬ https://www.sanmoku.co.jp E-mail agou@sanmoku.co.jp

用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 ウッディコムシリーズ　転落防止柵

島根県内産間伐材・小径木（しまねの
木認証材）を使用し丸棒加工、防腐注入
処理をした転落防止柵です。JIS規格の防
腐薬剤を使用し未処理材の3倍以上の耐久
性があります。落下防止基準もクリアし
ています。

循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第12−13号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格 21,000円／ｍ

用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 ウッディコムシリーズ　ロープ柵

島根県内産間伐材・小径木（しまねの
木認証材）を使用し丸棒加工、防腐注入
処理をしたロープ柵です。JIS規格の防腐
薬剤を使用し未処理材の3倍以上の耐久性
があります。安価で、使いやすい仕様に
なっています。

循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第12−14号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格 7,000円／ｍ

用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 ウッディコムシリーズ　景観１

製品例「丸太階段」
製品例

「木製歩道用ガードレール」

島根県内産杉の間伐材・小径木（しまねの木認
証材）を使用し、自然の景観にマッチした製品で
す。県内の森林から生産された間伐材等を利用
するので、県内の森林を守ることに繋がります。
JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施

しているので、耐久性は処理をしない場合と比
べ3倍以上になります。（野外杭試験データより）
木製歩道用ガードレール・丸太階段・木製階段

があり、松江市宍道ふるさと森林公園には、木製
歩道用ガードレールを当社が展示用として設置
しています。

循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第14−24号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 ウッディコムシリーズ　木道

島根県内産間伐材・小径木（しまねの
木認証材）を使用し丸棒加工、防腐注入
処理をした木道です。JIS規格の防腐薬剤
を使用し未処理材の3倍以上の耐久性があ
ります。歩きやすく、自然にマッチした
仕様になっています。

循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第12−12号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格 125,000円／ｍ

用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 ウッディコムシリーズ　サイン１

製品例「制札」
製品例「案内板」

島根県内産杉の間伐材・小径木（しまねの木認
証材）を使用し、自然の景観にマッチした製品で
す。県内の森林から生産された間伐材等を利用
するので、県内の森林を守ることに繋がります。
JIS規格に定められている加圧式防腐処理を

施しているので、耐久性は処理をしない場合と比
べ3倍以上になります。（野外杭試験データより）
案内板・解説板・制札があり、自然公園内の案内

板として使えば、自然との一体感が生まれます。

循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第14−25号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。
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用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 ウッディコムシリーズ　景観２

製品例「木柵」
製品例「八つ橋」

島根県内産杉の間伐材・小径木（しまねの木認
証材）を使用し、自然の景観にマッチした製品で
す。県内の森林から生産された間伐材等を利用
するので、県内の森林を守ることに繋がります。
JIS規格に定められている加圧式防腐処理を

施しているので、耐久性は処理をしない場合と比
べ3倍以上になります。（野外杭試験データより）
パーゴラ・八つ橋・丸太階段・木柵があり、八つ

橋は水面と調和した景観を創出します。

循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第23−35号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 ウッディコムシリーズ　建築１

製品例「トイレ」
製品例「東屋」

島根県内産杉の間伐材・小径木（しまねの木認
証材）を使用し、自然の景観にマッチした製品で
す。県内の森林から生産された間伐材等を利用
するので、県内の森林を守ることに繋がります。
JIS規格に定められている加圧式防腐処理を

施しているので、耐久性は処理をしない場合と比
べ3倍以上になります。（野外杭試験データより）
東屋・バンガロー・トイレ・シャワー室があり、い

ずれも県内産杉の木を使っているので、木のぬ
くもりを感じることができます。

循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第23−32号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 ウッディコムシリーズ　サイン２

製品例「指導標」
製品例「案内板」

島根県内産杉の間伐材・小径木（しまねの木認
証材）を使用し、自然の景観にマッチした製品で
す。県内の森林から生産された間伐材等を利用
するので、県内の森林を守ることに繋がります。
JIS規格に定められている加圧式防腐処理を

施しているので、耐久性は処理をしない場合と比
べ3倍以上になります。（野外杭試験データより）
案内板と指導標があり、自然公園内で自然と

一体となったサインとして使うことができます。

循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第23−36号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 ウッディコムシリーズ　間伐材資材

島根県内産間伐材・小径木（しまねの
木認証材）を使用し丸棒加工、防腐注入
処理をした木道です。JIS規格の防腐薬剤
を使用し未処理材の3倍以上の耐久性があ
ります。

循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第12−15号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 ウッディコムシリーズ　グッズ１

製品例「バリケード」
製品例「プランター」

島根県内産杉の間伐材・小径木（しまねの木認
証材）を使用し、自然の景観にマッチした製品で
す。県内の森林から生産された間伐材等を利用
するので、県内の森林を守ることに繋がります。
JIS規格に定められている加圧式防腐処理を

施しているので、耐久性は処理をしない場合と比
べ3倍以上になります。（野外杭試験データより）
プランターとバリケードがあり、花の咲いてい

るプランターや木製のバリケードは優しい空間
を作り出します。

循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第23−37号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 ウッディコムシリーズ　土木資材１

製品例「流路工」

島根県内産杉の間伐材・小径木（しまねの木認
証材）を使用し、自然の景観にマッチした製品で
す。県内の森林から生産された間伐材等を利用
するので、県内の森林を守ることに繋がります。
JIS規格に定められている加圧式防腐処理を

施しているので、耐久性は処理をしない場合と比
べ3倍以上になります。（野外杭試験データより）
流路工・魚巣工があり、川沿い等の一角に優し

い空間を作り出します。

循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第23−38号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。
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用途
（品目）

間伐材、再・未利用木材などを使用した
製品（ベンチ） 製品名 ウッディコムシリーズ　グッズ２

製品例「GB-0004」
製品例「GB-0003」

島根県産杉材を使用し、保存処理をし
た木製ベンチです。座ってみてください。
木の温かみが感じられませんか？スタッ
フが心をこめて作っています。是非体感
してみてください。

循環資源 間伐材、
再・未利用木材

認定番号 第17−4号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 60,000円

用途
（品目）

間伐材、再・未利用木材などを使用した
製品（野外卓） 製品名 ウッディコムシリーズ　グッズ３

製品例
「SB-0021」

島根県内産杉の間伐材・小径木（しま
ねの木認証材）を使用し、自然の景観に
マッチした製品です。出雲市荒神谷史跡
公園にも設置されています。

循環資源 間伐材、
再・未利用木材

認定番号 第18−1号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

株式会社  出雲木材市場 出雲木材市場はSDGsが達成される社会を
めざしています

所在地 島根県出雲市上塩冶町890-1 電　話 0853-21-1855 ＦＡＸ 0853-22-3602

ＵＲＬ http://www.izumomokuzai.com E-mail nishimoto@izumomokuzai.com

用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 ＥＣＯ3ＰＡＮＥＬ（エコ サン パネル）

県内の２社と協同開発した
新商品【ｉＺＵＣＯ】室内用「テーブル・イス」

島根県産材の間伐材を使用し、檜の板材
２枚に杉の板材を挟んだ無垢材の三層パ
ネルです。ほのかな木の香りと木材の持つ
調湿機能を持っています。三層にすること
で無垢材のもつ歪み、反りを軽減していま
す。
美しい艶のある檜の木肌は、室内の間仕

切りなどの建具として、また、テーブル・イ
スなどの家具用材として利用できます。

循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第17−2号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 Ｅ’s－ＷＯＯＤ

大型物件から家庭用デッキ
材などの幅広い分野の室内
外で使用可能。

店舗屋上スペースの
「ウッドデッキ・テーブル」

薬品を一切使用せず、220℃以上の窒素加圧
加熱処理することで、防腐・防虫・耐水・断熱性に優
れ、軽量かつ高い寸法安定性で施工しやすく魅力
ある商品です。
ウッドデッキやフェンスなどの屋外にも強い木

材として、また深みのある自然色を生かした建具・
フローリングなどの室内でも利用できます。
檜・杉・松はもちろん、他の木材にも窒素加圧加

熱処理ができ、また間伐材の再利用にも適してい
ます。220℃を超える処理温度でJIS�K�1571に基
づく性能基準（食害指数10未満）をクリア。

循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第17−3号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。
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出雲地区森林組合 もっと木づかい　守りたい　森の元気　地球の未来

所在地 島根県出雲市朝山町1314-1 電　話 0853-48-2103 ＦＡＸ 0853-48-2113

ＵＲＬ http://www.izurin.jp E-mail izurinkako@m1.izumo.ne.jp

用途
（品目） 名札（衣服取付型・首下型） 製品名 名札

製品例

たて5.5㎝×よこ9.5㎝×厚さ5㎜の杉・
桧の無垢材を使用し、個人用としての木
製名札です。ストラップが取り付け可能
ですので、吊り下げて使用できます。

循環資源 間伐材

認定番号 第22−47号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 300円／個

用途
（品目）

間伐材、再・未利用木材などを使用した
製品 製品名 リサイクルステーション物置

Ｂタイプ
Ａタイプ

間伐材の有効利用を図る目的で、間伐材製品の積
極的な販売を推進しています。島根県内の間伐材を使
用しているので、島根の森林保全に貢献しています。
耐用年数の長いリサイクルステーションにするため、

JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施してい
ます。古紙回収や分別収集のリサイクルステーションと
して利用できます。タイプは３種類あります。
Ａタイプ：Ｗ2,600×Ｄ1,350×Ｈ2,380㎜、容量6,400Ｌ
Ｂタイプ：Ｗ1,800×Ｄ1,000×Ｈ2.080㎜、容量2,900Ｌ
Ｃタイプ：Ｗ1,840×Ｄ1,000×Ｈ2,000㎜、容量2,900Ｌ

循環資源 間伐材

認定番号 第23−33号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

間伐材、再・未利用木材などを使用した
製品 製品名 外用ごみ箱

Ｂタイプ
Ａタイプ

間伐材の有効利用を図る目的で、間伐材製品の
積極的な販売を推進しています。島根県内の間伐
材を使用しているので、島根の森林保全に貢献し
ています。
耐用年数の長い木製ごみ箱にするため、JIS規

格に定められている加圧式防腐処理を施して開発
しました。サイズも2種類あります。
Ａタイプ：��Ｗ980×Ｄ760×Ｈ900mm、容量600L
Ｂタイプ：��Ｗ1,800×Ｄ760×Ｈ900mm、容量

1,060L

循環資源 間伐材

認定番号 第23−39号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目） 転落防止柵 製品名 木製防護柵

製品の施工例「3段」
製品の施工例「2段」

杉・桧の間伐材を丸棒（円柱）に加工
した製品です。現在、横木2段（H＝0.9m　
L＝1.5m） と 横 木3段（H＝1.2m　L＝
1.5m）を製作しています。環境にやさし
い安全防護柵です。

循環資源 間伐材

認定番号 第22−50号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

用途
（品目）

間伐材、再・未利用木材などを使用した
製品 製品名 木製文具

製品例

県産の間伐材や端材を利用した文具類
です。「文具立て」は杉材の木目を活かし
たデザインでデスク周りをスッキリと片
づけるのに役立ちます。杉と桧を利用し
たバインダー（Ａ４サイズ）もあります。

循環資源 間伐材

認定番号 第2020−5号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。
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用途
（品目） 間伐材を利用した木製品 製品名 座・テーブル

テーブルの高さは
お客様のご要望に
応じて変えられま
す。

県産檜の間伐材を、小口切して天板に
使用しており、木目調の美しい仕上がり
になっています。

循環資源 檜間伐材

認定番号 第6−16号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

合同会社  石橋木工　　　木材のことなら私たちにお任せください

所在地 島根県出雲市園町1215 電　話 0853-62-5158 ＦＡＸ 0853-62-0125

ＵＲＬ － E-mail skmtttg@aqua.plala.or.jp

用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 おおなん・香木の森ガーデニンググッズ

コンポストプランター

耐久性に優れたE's-WOOD※を使用し
た木製品で、プランター、コンポストな
どがあります。
※�E's-WOODは、㈱出雲木材市場の申請
によりしまねグリーン製品に認定された
製品です。

循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第2020−7号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。

有限会社  日高林産

所在地 島根県邑智郡邑南町鱒渕1111 電　話 0855-83-0323 ＦＡＸ 0855-83-0431

ＵＲＬ － E-mail rinsan-hidaka@ohtv.ne.jp

用途
（品目） 間伐材、小径木を利用した木製品 製品名 ヒノキベッド部材

ヒノキベッド
（完成品）

ヒノキ間伐材を使用したベッド部材で、
環境に配慮したものづくりをしています。 循環資源 間伐材、小径木

認定番号 第2020−6号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 お問い合わせくだ
さい。
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用途
（品目） 土壌改良資材（バーク堆肥） 製品名 サンコーエコ堆肥

サンコーエコ堆肥

樹皮を主原料に蓄ふんを発酵促進材と
して使用し、1年かけて熟成した堆肥です。
田畑、果樹等に広く利用されています。

循環資源 木くず、家畜ふん
尿

認定番号 第22−41号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 20kg：350円
バラ売り可。別途見積もりいたします。

用途
（品目） 緑化基盤材 製品名 サンコーエコソイル

サンコーエコソイル

樹皮を主原料に蓄ふんを発酵促進材と
して使用した堆肥に副資材を混合し、法
面保護能力と作業性を向上させた、樹木・
蓄ふんリサイクル緑化基盤材です。

循環資源 木くず、家畜ふん
尿

認定番号 第22−42号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 1袋（40ℓ）：720円

山興緑化有限会社 再生、それは人と地球にやさしいリサイクル技術

所在地 島根県邑智郡美郷町小松池320 電　話 0855-77-0035 ＦＡＸ 0855-77-0135

ＵＲＬ https://sanko-ryokka.com E-mail bark@sanko-ryokka.com

用途
（品目） 汚泥発酵肥料 製品名 いわみの恵「たいひ君」

10kg袋。
バラ売りも可。

使用例「キャベツ圃場」

下水汚泥と伐採木チップの循環資源を
100％利用した汚泥発酵肥料です。
製品に含まれる有機物は、土中の微生

物の餌となり、土壌改良に役立ち、土壌
の養分供給、保肥力の改善になります。

循環資源 下水汚泥、木くず

認定番号 第15−3号

認定期限 令和7年3月31日

価　　格
10kg袋：100円／袋
バラ：1,500円／㎥

（運賃別）

有限会社  浜田浄化センター　　　明日の資源循環社会と
エネルギー文化を創造する

所在地 島根県浜田市原井町957 電　話 0855-22-3942 ＦＡＸ 0855-22-5912

ＵＲＬ http://www.hamajo.co.jp E-mail h-kanda@hamajo.co.jp
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用途
（品目） 土壌改良材 製品名 ゼオセラミック

ゼオセラミック

天然ゼオライトのもつイオン交換による保
肥力（NH4の吸着）・保水性とセラミックのも
つ透水性を利用し、幅広い土壌（砂土～粘土
質土壌まで）にて施用ができます。
透水性を良くした場合にも、NH4の吸着に

より環境負荷の低減につながり、樹木・芝が
NH4を吸着する事により循環効果があります。
硬質ゼオライトであるために水に溶けるこ

となく長期間効果を繰り返します。

循環資源 規格外瓦

認定番号 第22−10号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 20kg�1,600円

株式会社  イズカ　　　自然と人のグッドバランスを考えた
「自然と人の未来へ」

所在地 島根県出雲市長浜町337-13 電　話 0853-28-2688 ＦＡＸ 0853-28-2802

ＵＲＬ https://www.izuka.co.jp E-mail info@izuka.co.jp

有限会社  エコプラント佐田　　　安心安全な堆肥作りを
目標にしております

所在地 島根県出雲市佐田町吉野512-26 電　話 0853-85-2345 ＦＡＸ 0853-85-2345

ＵＲＬ － E-mail eco-plant@icv.ne.jp

用途
（品目） 特殊肥料 製品名 エコ堆肥

エコ堆肥（15kg袋）

出雲市内で発生する牛ふんを主成分と
した肥料です。
機械撹拌で均一に発酵させた完熟堆肥

なので粒状性がよく、田畑、果樹等にす
ぐ利用できます。
化学肥料のような即効性はありません

が、定期的に長く用いることで土そのも
のの力を高め、病気、障害に強い作物を
育てます。

循環資源 牛ふん、廃白土

認定番号 第19−1号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 1袋（15kg）：378円
バラ：1,600円/㎥

用途
（品目） 瓦セラミック骨材を使用した防草材 製品名 瓦ンド

施工に便利な袋入り

施工例

５㎜以下の石州瓦骨材と、マグネシウ
ム系固化剤を混合した、雑草の発芽を抑
える防草資材です。
下地の雑草を抜き取り、瓦ンドを敷き

ならして水を掛けるだけで固まって雑草
が生えにくくなります。
花壇・通路・お墓等の草取りに悩まさ

れるところにお使い下さい。

循環資源 規格外瓦

認定番号 第14−7号

認定期限 令和6年3月31日

価　　格 1袋（20kg）
2,000円（送料別）

東幸建設株式会社　　　自然と調和した地域社会整備で
次なる世代へ豊かな郷土を

所在地 島根県大田市吉永1266 電　話 0854-82-0175 ＦＡＸ 0854-82-9074

ＵＲＬ http://kawarahosou.net/ E-mail takehito-hatano@toukou-ken.jp
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ふれんど　　　地域の特産を生かした手作りにこだわった丁寧な商品作り

所在地 島根県出雲市斐川町美南410 電　話 0853-72-3422 ＦＡＸ 0853-72-3657

ＵＲＬ － E-mail friend@shimane.email.ne.jp

山陰興業株式会社　　　廃油の再生利用で地域循環型社会に貢献します

所在地 島根県出雲市神西沖町2487-5 電　話 0853-43-0159 ＦＡＸ 0853-43-0147

ＵＲＬ http://www.e-skk.co.jp/ E-mail k.yasuhara@e-skk.co.jp

用途
（品目） シジミの貝殻と古布を利用した工芸品 製品名 根付及びストラップ

製品例

シジミの漁獲量日本一の島根県宍道湖
で獲れたヤマトシジミ。その貝殻とタン
スの奥で眠っていた着物を利用し、ひと
つひとつ丁寧に手作りした“しじみ細工”
です。
「ご縁」をテーマにした商品や島根の人
気ゆるキャラ「しまねっこ」のストラッ
プも人気の商品です。

循環資源 シジミの貝殻及び
古布

認定番号 第22−45号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 300円～728円

用途
（品目） 燃料油 製品名 再生燃料油

毎月のメンテナンス
を実施する事で、安
心してボイラーをご
使用する事が出来
ます。

地元から出る廃油をリサイクル燃料に
作り替え、地元のお客様にご使用いただ
くことで、お客様へ付加価値を提供しま
す。主な特徴は以下の3点です。①ボイラー
メンテナンスのサポートをします。②リ
サイクル燃料の使用は、資源の有効活用
となり循環型社会の形成へ貢献します。
③環境への配慮に加え、お客さまのコス
ト削減にも努めます。

循環資源 エンジン油等廃潤
滑油

認定番号 第22−44号

認定期限 令和5年3月31日

価　　格 市場重油価格に変動が
あるため、価格は要相談
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しまねグリーン製品を使っています（利用者の声）

和室８帖に置いて使用しています

施工後

施工前

座・テーブル

瓦ックリート

［用　　途］
間伐材を利用した木製品

［事業者名］
合同会社  石橋木工 

［用　　途］
セラミック骨材を使用した 
多機能性舗装材

［事業者名］
東幸建設株式会社

玄関ホールからすぐの和室で使用し
ています。

天板が年輪模様のテーブルはたいへ
ん珍しく、明るく温かみがあります。家
族の集い・町内の会合等でいつも注目
の的になり、このテーブルの話題で盛
り上がります。 （60代男性・ 松江市）

玄関前の駐車スペースを舗装してい
ただきました。

自然なナチュラル色が風景にもなじ
み、とても気に入っています。

水はけも良く、雪でもすべりません。
また、夏でもアスファルトのように熱
くならないので、子供も裸足で遊んで
います。

のシンボルマークも入れていただ
き、喜んでいます。

 （40代女性・ 大田市）
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出雲市益田市

島根県（都市計画課）

道路改良工事／鉄筋コンクリートＵ型側溝類（㈱イズコン）道路維持工事／瓦ンド（東幸建設㈱）

公園休憩所整備工事／野外卓（さんもく工業㈱）



しまねグリーン製品しまねグリーン製品のの
ご 紹 介ご 紹 介

「しまねグリーン製品」は、県の定める認定基準を満たしたリサイクル製品です。 
廃棄物の発生抑制・再資源化を進め、循環型社会・脱炭素社会の実現をめざします。

しまねグリーン製品 検索

問い合わせ先  島根県 環境生活部 環境政策課  〒690-8501 松江市殿町1番地 TEL 0852－22－6237 令和4年3月

島 根 県


