リサイクル認証制度の募集について

令和2年度（2020年度）の製品募集については、県庁ホームページ等により周知します。

提出書類

リサイクル製品認証申請書※
申請者の登記事項証明書

申請者と製造等を行う者が異なる場合は、関係が分かる資料
製造工場等の付近見取り図

熊本県
リサイクル認証製品
令和元年度（2019年度）認証製品

品質性能に係る検査結果書の写し

環境安全性に係る検査結果書の写し
品質管理に関する資料
a

製造工場等の工場内配置図

c

申請製品の製造等の工程図（製造フロー図）

e

品質管理体制図（製造工場等の組織図）及び品質管理責任者

b
d

申請製品の製造設備の概要

申請製品の品質管理基準（社内規格一覧表）

製品又は製品の見本及び製品の写真

製品の写真の電子データ（県ホームページ掲載用）
製品のパンフレット、説明書等
会社案内、パンフレット等

※
「申請書」等の様式、
「実施要綱」は県庁のホームページからダウンロードできます。
申請手数料は無料です。
まずは、県庁ホームページをご確認ください。

県庁ホームページ

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji̲27718.html

熊本県リサイクル認証制度

検索

お問い合わせ・申請受付窓口
熊本県環境生活部 環境局 循環社会推進課 資源循環推進班（県庁新館5階）
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
TEL：096-333-2278 FAX：096-383-7680
※土曜、日曜及び祝祭日を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。※申請の際は、待ち時間をなくすため、電話で日時の予約を
お願いします。※郵送での申請も可能です。電子メールによる申請は受け付けておりません。

©2010熊本県くまモン

熊本県環境生活部環境局循環社会推進課

熊本県リサイクル製品認証 制度について

1

制度の目的
熊本県では、環境負荷の少ない循環型社会の形成を推進するため、リサイク

4

ル製品等の認証を行っています。県内産リサイクル製品を県で認証し、その利
用促進を進めて、資源の循環的な利用及び廃棄物の減量化並びに県内リサイク

2

ル産業の育成を図ることを目的としています。

認証の対象となる製品とは（認証要件）
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3

認証の対象品目

県にて認証製品の周知、広報を行います。
・県のホームページへの掲載

・認証製品のパンフレット作成、広報

・各種展示会等への出展費用の補助 ・業界団体への周知

①募集・周知

本

②申請

県

⑤認証書交付

2

③審査依頼
④意見報告

認証審査委員会
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など

認証の流れ
熊

1

6

製品認証を受けると…

製造事業者等

❶ 再生資源を含有したコンクリート
❷ 再生資源を含有したコンクリート二次製品（セメントコンクリート二次製品）
❸ 再生資源を含有した外装材
❹ 植生基材
❺ 木質系資材（土木建設資材）
❻ 木質系資材（その他）
❼ 普通肥料
❽ 特殊肥料
❾ 印刷用紙
❿ バイオディーゼル燃料混合軽油
⓫ プラスチック製品
⓬ 廃石膏を使用した製品

① リサイクル製品の製造等を行うもの。

※2）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第14条第5項第2号イ
からヘ
※3、4）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第
2号及び第2条第6号

③ 関係する法令を遵守して製造等がなされること。

※１）品目ごとの認証基準は、県庁ホームページに掲載。

申請者の要件
③ 暴力団※3）又は暴力団員※4）と密接な関係を有する者ではないもの。

② 認証基準※１）に適合すること。

で販売されることが確実であること。

認証の有効期間は、認証の日から起算して3年を経過する日の属する月の末

② 欠格要件※2）に該当しないもの。

が講じられていること。）

⑤ 認証の申請時において既に県内で販売され、又は申請から６月以内に県内

認証の有効期限
日までの期間とします。有効期間内に更新申請が可能です。

① 県内の事業場で製造等がなされること。（生活環境保全のための必要な措置

④ 原材料である循環資源の入手の経路及び供給者が明らかであること。

平成30年度（2018年度）より
開始

令和元年度（2019年度）熊本
廃石膏を使用した製品

❶

認証
番号

熊本県第R1-01号

事業所名

株式会社

品

目

再生資源

県リサイクル認証製品
木質系資材（土木建設資材）

お陰石（再生クラッシャランRC-40）

製品名

❸

認証
番号

熊本県第R1-03号

製品名

事業所名

バンブーマテリアル株式会社

廃石膏を使用した製品

品

木質系資材（土木建設資材）

廃石膏、石炭灰ばいじん・燃え殻、

再生資源

福岡建設合材

コンクリート殻、アスファルト殻
再生資源含有率

廃石膏、石炭灰他灰を原料として製造した人工骨材
セメントコンクリート再生骨材 40%
アスファルトコンクリート再生骨材 10%

製品問い合わせ先

株式会社 福岡建設合材 工場
〒869-4704 熊本県八代市千丁町古閑出262
TEL：0965-46-1264
FAX：0965-46-1764

50%

製品ＰＲ
石炭灰、廃石膏を、独自の技術で固化・不溶化させることで、100％リサイクルの再生クラッシャ
ランを実現。現場でよく締固まり、品質規格も満足。循環型社会の推進に役立つ製品です。

目

ナンカンボード（NankanBoard）

九州圏内の山林から伐採した竹・杉

再生資源含有率

竹40％、杉60％

製品問い合わせ先

バンブーマテリアル株式会社
〒861-0821 熊本県玉名郡南関町下坂下4668-6
TEL：0968-53-8888
FAX：0968-53-8883

製品ＰＲ
「ナンカンボード」は、未利用材である竹チップ（40％）と杉チップ（60％）を原料に製造したパー
ティクルボードです。消臭性能と抗菌性能を有した、竹の特性を活かした機能性ボードです。建
築用途の建材として下地材や家具の芯材、意匠材として使用できます。

植生基材

❷

認証
番号

熊本県第R1-02号

事業所名

安田石灰工業株式会社

品

植生基材

目

再生資源

製品名

エクセルグリーン

バーク（木の皮）

再生資源含有率

100％

製品問い合わせ先

安田石灰工業株式会社
〒866-0843 熊本県八代市花園町9-14
TEL：0965-33-2103
FAX：0965-34-2962

製品ＰＲ
熊本県内から排出された木の皮（バーク）を原料とした法面緑化の吹付資材です。
高温発酵処理により堆肥化したもので、資源の有効利用と循環型社会の形成に貢献できる製品
です。
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平成30年度（2018年度）熊本
木質系資材（土木建設資材）

❶

認証
番号

熊本県第H30-03号

普通肥料

BamWoodフローリング

製品名

県リサイクル認証製品
❹

認証
番号

熊本県第H30-05号

製品名

●事業所名／バンブーマテリアル（株） ●品目／木質系資材（土木建設資材）

●事業所名／（有）野中ファーム

●再生資源／九州圏内の山林から伐採した竹 ●再生資源含有率／ 100％

●再生資源含有率／ 100％

●製品問い合わせ先／バンブーマテリアル（株） 〒861-0821 熊本県玉名郡

●製品問い合わせ先／（有）野中ファーム

南関町下坂下4668-6

江栗1105-1 TEL：0968-86-2270

TEL：0968-53-8888

FAX：0968-53-8883

ナゴミ

加水分解肥料 和

●品目／普通肥料

●再生資源／鶏糞

〒865-0101 熊本県玉名郡和水町

FAX：0968-86-2273

●製品PR ／商業施設・福祉施設・住宅など幅広い建築物の床材に適しています。竹の繊維（維管束）

●製品PR ／高濃度鶏糞を高温、高圧（約220℃・26Pa）で加水分解し、吸収力を

の強度特性を活かし、2,600tプレスで高密度に圧縮成型した竹の国産フローリング材です。竹の繊

高めた肥料です。肥料、堆肥どちらの効能、効果も期待できます。

維状の質感により独特な風合いが生まれ、木目に似た温かみのある意匠性を生み出します。

特殊肥料

木質系資材（土木建設資材）

❷

認証
番号

熊本県第H30-04号

製品名

熊本竹入漆喰 かぐや壁

●事業所名／くまもと塗壁研究所（株） ●品目／木質系資材（土木建設資材）
●再生資源／竹粉末

●再生資源含有率／ 5％
TEL：096-200-6297

認証
番号

熊本県第H30-01号

製品名

●事業所名／（株）新和コンサルタント

●再生資源含有率／計100％

●製品問い合わせ先／（株）新和コンサルタント
あさぎり町上北2-170

FAX：096-200-6297

「アミノスイート」
「アミノスマイル」

●品目／特殊肥料

●再生資源／食品残さ（生ごみ等）、畜糞

●製品問い合わせ先／くまもと塗壁研究所（株） 〒861-8045 熊本県熊本市東区
小山2丁目18-87-203

❺

TEL：0966‐45-2883

〒868-0422 熊本県球磨郡
FAX：0966‐45-2883

●製品PR ／「アミノスイート」、
「アミノスマイル」は、一般家庭及び飲食店等から

●製品PR ／従来の漆喰に竹の粉と繊維、阿蘇が生んだ鉱物［リモナイト］を配合した製品で調

収集した「生ごみ」と地域の家畜（牛、豚、鶏）の畜糞を混合し、堆肥化してできた

湿効果、有害物質の吸着分解効果が確認されており、大きな社会問題となっているシックハウス

肥料です。
「生ごみ」に含まれるたんぱく質を発酵させることでアミノ酸を豊富に

症候群の対策が期待できる商品です。自然素材100％ですので環境にやさしく、竹を使用する

含む堆肥となっています。
「生ごみ」をリサイクルすることで食品ロスや焼却コス

ことで竹害を減らし森や山を守ることにも貢献します。健康、環境の両面に配慮した商品です。

トの削減、更にCO₂の発生量の減少にもつながります。生ごみ堆肥は、地域農産
物のブランド化に貢献しています。

普通肥料

❸

認証
番号

熊本県第H30-02号

●事業所名／（株）吉永商会

製品名

バイオマスペレット

●品目／普通肥料

特殊肥料

●再生資源／汚泥（下水汚泥

❻

等）、廃酸（焼酎蒸留粕）、動植物性残さ（生ごみ等）、動物のふん尿（鶏ふん）、木くず
（バーク） ●再生資源含有率／計100％
●製品問い合わせ先／（株）吉永商会
TEL：0966-63-6272

〒867-0035 熊本県水俣市月浦54-110

FAX：0966-62-1156

たしました。固形化することで臭気、散布、管理の手間の軽減が可能です。
「環境意識が高い」
・
「生産
商品のイメージアップを図りたい」
・
「自社でのリサイクルループを確立したい」個人、企業のお客様に
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熊本県第H30-06号

●事業所名／（有）野中ファーム
©2010熊本県くまモン
#K22759

●製品PR ／熊本県内を中心に排出される食品残さ等を主原料として2016年7月より販売を開始い

是非お使いいただければと思います。

認証
番号

製品名

ナゴミ

HYBRID堆肥 和

●品目／特殊肥料

●再生資源／鶏糞、牛糞、もみ殻、バーク
●製品問い合わせ先／（有）野中ファーム
江栗1105-1 TEL：0968-86-2270

●再生資源含有率／計100％
〒865-0101 熊本県玉名郡和水町

FAX：0968-86-2273

●製品PR ／バーク、牛糞、鶏糞、もみ殻をまとめて加水分解し、吸収力を高めた
肥料です。肥料、堆肥どちらの効能、効果も期待できます。
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