
 

循環型社会形成推進条例に基づくリサイクル製品の認定について 

[大阪府環境審議会リサイクル製品認定部会報告] 

 

大阪府環境審議会リサイクル製品認定部会長 

 

令和 2年 1月 27日に知事から諮問があった、大阪府循環型社会形成推進 

条例第 12条の規定に基づく「リサイクル製品の認定」について、同日にリサ

イクル製品認定部会を開催し、審議を行った。 

「大阪府環境審議会条例」第６条第７項及び「大阪府環境審議会リサイクル

製品認定部会運営要領」第３（５）の規定により、同部会の決議を本審議会の

決議とし、同日付けで答申を行ったので、同要領第３（６）の規定により報告

する。 

資料９ 



令和元年度大阪府環境審議会リサイクル製品認定部会の概要 

 

募 集 期 間 令和元年８月１日～９月３０日 

申請製品数 ６３製品（新規申請：１８製品、再申請：４５製品） 

製 品 概 要 

û 鉄鋼スラグ等を使用したタイルブロック 
û 使用済みペットボトルを使用した食器 
û 古紙や牛乳パックを使用したトイレットペーパー 
û 建設汚泥等を使用した土木・建築用製品      等 

諮 問 日 令和２年１月２７日 

部会開催日 令和２年１月２７日 

審 議 結 果 諮問のあった製品は、すべて認定することが適当と認めた。 

答 申 日 令和２年１月２７日 

 

 
 

参考１ 大阪府リサイクル製品認定制度について 

対  象：府内で排出された循環資源を使用して国内で製造した製品、 

または国内で排出された循環資源を使用して府内で製造した製品で、 

府内で販売されるもの 

手 数 料：１申請につき 18,000円 

認定基準：大阪府リサイクル製品認定要領で規定 

（循環資源の配合率、環境等への配慮、各種規格等への適合など） 

認定期間：３年 

 

参考２ 認定マーク 

  

 
参考３ 認定製品数の推移について 

年度  H27 H28 H29 H30 R1 

認定製品数（各年度末）※１ 272 262 274 245 257 

 なにわエコ良品ネクスト※２ 
16 23 66 66 66 

 なにわエコ良品 256 239 208 179 191 

※１ 建設リサイクル法に基づいて一般的にリサイクルされている「コンクリート塊等を   

原材料とする再生舗装材」は、平成 30年度以降は認定していない。 

※２ 認定製品のうち、製造者により使用済み品が回収され、繰返しリサイクルされるものを 

「なにわエコ良品ネクスト」として認定。 

（平成 27年度から認定。家具、強化磁器食器(学校給食用・病院用)、消火器など。） 

答申を踏まえ、令和２年３月１日付けで大阪府が６３製品を「大阪府認定

リサイクル製品」として認定。 



【別添】大阪府環境審議会リサイクル製品認定部会 申請審議結果

(認定することが適当と認めるもの)
申請
番号

申請
履歴

製品
番号

製品名 申請者 申請者の住所
分類
番号

品目
使用されている
循環資源の種類

認定区分

1 『良い紙』12RS、単ロール55S
2 『良い紙』12RD、単ロール27.5D
3 『良い紙』コアレス130S、単ロール130S
4 『良い紙』コアレス150S、単ロール150S
5 『良い紙』コアレス細芯130S

6
『良い紙』業務用ワンタッチ108-130S、
単ロール108-130S

7
『良い紙』業務用ワンタッチ108-150S、
単ロール108-150S
なにわエコ良品150S

8
『良い紙』業務用ワンタッチ108-130S、
単ロール108-130S

9 『良い紙』業務用細芯108S
10 『良い紙』単ロール108-55S
11 『良い紙』単ロール108-27.5D
12 流動化処理土（ソイルモルタル）
13 流動化処理土（スラリーモルタル）
14 再生改良土（20mmアンダー）
15 再生砂（20mmアンダー）
16 再生砂（洗浄10mmアンダー）
17 再生砂利（洗浄５～10mm）
18 PETラベル樹名札（角形小）
19 PETラベル樹名札（角形中）
20 PETラベル樹名札（角形大）
21 PETラベル樹名札（角形特大）
22 ステンレスGLドラム 使用済みステンレスGLドラム
23 アイアンGLドラム 使用済みアイアンGLドラム

24

蓄圧式 粉末（ABC）消火器
YA-4X,YA-5X,YA-6X,YA-10X,YA-10XⅢ,
YA-10XD,YA-20X,FM1200X,FM2000X,
FM3000X,YAS-10X,YAS-20X,
YAS10X2,YAS-10D2,YAS-20X2

25
加圧式 粉末（ABC）消火器
YP-4,YP-10,YP-10D,YP15N

26
自動車用 粉末（ABC）消火器
YPM-4,YPM-10,YPM-20,YAM-4X,,YAM-20X

27
住宅用 粉末（ABC）消火器
FM1000X,YA-3PX,YA-4PX,YA-5PX,YA-6PX

28
粉末（ABC）大型消火器
YP-50,YAS-50X,YA-50XⅢ,YP-100,YA-100X

29 エコ・ペイバーズ
30 エコ・ペイバーズP
31 エコ・ペイバーズH
32 エコ・ペイバーズGS

なにわエコ良品

なにわエコ良品

なにわエコ良品

なにわエコ良品
ネクスト※

なにわエコ良品
ネクスト※

なにわエコ良品

使用済み
ペットボトル

31-再-1 株式会社リバース 泉南市男里 9 衛生用紙
機密書類・オフィス古紙
・牛乳パック等

16

再申請

新規
申請

新規
申請

再申請

31-再-4 中央産業株式会社
大阪市北区
曽根崎新地

31-再-2

再生材料を使用した
プラスチック製品

31-再-3 再申請 日本トップ工業株式会社 大阪市平野区西脇

19
その他

（エコマーク商品）
再申請

その他
（エコマーク商品）

粉末ABC消化薬剤

31-再-6 再申請 株式会社マツオコーポレーション 茨木市西豊川町 10 タイルブロック
溶融スラグ
高炉スラグ
がれき類

31-再-5 再申請 ヤマトプロテック株式会社 堺市美原区木材通 19

株式会社三和
大阪市住之江区

南港東
17

再生材料を使用した
土木・建築用製品

建設汚泥



申請
番号

申請
履歴

製品
番号

製品名 申請者 申請者の住所
分類
番号

品目
使用されている
循環資源の種類

認定区分

31-再-7 再申請 33 土壌活性リサイクルたい肥 いずみ 株式会社南大阪造園 和泉市納花町 15
廃木材・間伐材・小径材
などを使用した木製品

剪定枝 なにわエコ良品

34 再生PETパックルL
35 再生PETニューパックル
36 再生PET缶オープナー
37 オーシャンエコ・カラー（普通）
38 オーシャンエコ・スルー（透水）
39 オーシャンエコ・クール（保水）
40 オーシャンエコ・スリット（普通）
41 オーシャンエコ・スリット（透水）
42 オーシャンエコ・スリット（保水）
43 オーシャンエコ・グラニットスルー（疑石透水）
44 オーシャンエコ・ペブスルー（洗い出し透水）
45 オーシャンエコ・グランKK（研磨透水）
46 タマパーム（普通）
47 タマパーム（透水）
48 タマパーム（保水）
49 タマパーム（遮熱透水）

31-再-10 再申請 50 こだま再生バーク（土壌改良材） 株式会社都市樹木再生センター 大東市大字龍間 15
廃木材・間伐材・小径材
などを使用した木製品

樹木廃材 なにわエコ良品

31-新-1
新規
申請

51 Aソイル 株式会社京星 枚方市大字尊延寺 17
再生材料を使用した
土木・建築用製品

汚泥 なにわエコ良品

52 洗浄砂礫
53 改良土
54 『リフモ』RF-12
55 『リフモ』RF-8
56 『リフモ』RF-5
57 『リフモ』RF-3
58 スタッキングカップ
59 マグS
60 ボウル140
61 プレート180
62 ラウンドランチプレート
63 スタッキングマグ400

※認定製品のうち、製造者により使用済み品が回収され、繰返しリサイクルされるものを「なにわエコ良品ネクスト」として認定。
   （平成27年度から認定しており、家具、強化磁器食器(学校給食用・病院用)、消火器など。）

なにわエコ良品

なにわエコ良品

なにわエコ良品

なにわエコ良品

なにわエコ良品

31-再-8 再申請 ナックス株式会社 大阪市西区京町堀 16

31-再-9 再申請 太平洋プレコン工業株式会社 兵庫県尼崎市北初島町 10

31-新-2
新規
申請

故繊維(ポリエステル)31-新-3
新規
申請

門倉貿易株式会社
神戸市中央区
海岸通

6 工業用繊維製品

31-新-4
新規
申請

大洋技研株式会社 和歌山県御坊市島 16
再生材料を使用した
プラスチック製品

使用済み
ペットボトル

株式会社HIRAYAMA
京都市伏見区深草
神明講谷町

17
再生材料を使用した
土木・建築用製品

建設汚泥

使用済みペットボトル

タイルブロック
溶融スラグ
高炉スラグ

再生材料を使用した
プラスチック製品


