エコマーク商品類型 No.131

「土木製品 Version1.19」
認定基準書

―適用範囲―
土木資材のうち主に公共の用に供するものとし、別表 1 に掲げるものとする。
A. 木材 (木製タイル・ブロック、木質舗装材)
B. 鉄鋼建材 (透水性鋼矢板、低排土鋼管杭)
C. コンクリート材料 (骨材、セメント、コンクリート混和材)
D. コンクリート製品
E. 造園・緑化材
F. 舗装・道路用材（舗装用材、道路標識・区画線、道路用材）
G. 仮設材 (足場・桟橋等、型枠等)
H. 上下水道材 (雨水浸透施設)
I. 橋梁・河川・港湾用材
J. その他資材

制 定 日
最新改定日
有効期限

2005 年 1 月 15 日
2019 年 4 月 1 日
2026 年 1 月 31 日

(公財)日本環境協会
エコマーク事務局

131V1 基準

別表 1 対象製品
分類名
分類 A. 木材
分類 B. 鉄鋼建材
分類 C. コン 骨
クリート材料
材

対象名

(1)
(2)
(3)
(4)
溶融スラグ骨材 (5)
スラグ骨材

再生骨材

軽量骨材

セメント

コンクリート混和材

分類 D. コンクリート製品

分類 E. 造園･緑化材

木製タイル・ブロック
木質舗装材
透水性鋼矢板
低排土鋼管杭
JIS A5031 一般廃棄物､下水汚泥又はそれらの焼却灰
を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材
(6) JIS A5011-1 高炉スラグ骨材
(7) JIS A5011-2 フェロニッケルスラグ骨材
(8) JIS A5011-3 銅スラグ骨材
(9) JIS A5011-4 電気炉酸化スラグ骨材
(10) JIS A5021 再生骨材
JIS A5022 付属書 再生骨材
JIS A5023 付属書 再生骨材
(11) ガラス骨材
(12) JIS A5002 構造用軽量コンクリート骨材
(13) ガラス発泡軽量骨材
(14) JIS R5210 ポルトランドセメント
(15) JIS R5211 高炉セメント
(16) JIS R5213 フライアッシュセメント
(17) JIS R5214 エコセメント
(18) JIS A 6206 高炉スラグ微粉末
(19) JIS A 6201 フライアッシュ
(20) JIS A 6207 シリカフューム
(21) JIS A5371 プレキャスト無筋コンクリート製品Ⅱ類
(22) JIS A5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品Ⅰ類、Ⅱ類
(23) JIS A5373 プレキャストプレストレストコンクリート製品
(24) JIS A5409 鉄筋コンクリート組立塀構成材
(25) JIS A5412 プレストレストコンクリートダブル T スラブ
(26) JIS A6511 空洞プレストレストコンクリートパネル
(27) 植生マット
(28) 植生シート
(29) 植生ネット
(30) 肥料袋付き植生ネット
(31) プランター（小型家庭用を除く）
(32) 表示板（名札は｢日用品｣で扱う）
(33) 樹木根囲い保護材
(34) 水辺緑化資材
(35) 樹木保護材・芝生保護材
(36) 擬木
(37) ベンチ･スツール･テーブル（コンクリート製、または施工
によりコンクリートの基礎などに固定するもの）
(38) スプリンクラー（潅水パイプなど）
(39) 組立ガラス温室
(40) パーゴラ
(41) あずまや
(42) 水のみ
(43) シェルター
(44) トレリス
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分類 F.
舗装用材
舗装・道路
用材
道路標識（リユー
スシステム）
道 道路標識用材
路
標
識
・
区
画
線

分類 G.
仮設材

(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)

人工芝生
街路材（デザインフェンス）
根茎調節資材（雑草抑制シート、見切り材)
人工造園材料
保護材（弾性保護材）
車止め
擬石

(52)
(53)
(54)
(55)

ゴム製舗装材
ゴム粒子入り凍結抑制舗装材
再生路盤材、再生アスファルト混合物
道路標識板（リユース品）

(56) 道路標識板（リサイクル品）
(57) 眩光防止板
(58) 道路鋲
(59) 視線誘導標（スノーポール） 、視線誘導灯
(60) デリネーター
(61) 道路標識柱・道路反射鏡
(62) 道路標識板・ガードレール保護材
区画線
(63) 路面表示塗料用ガラスビーズ
道路照明
(64) 低誘虫性道路照明
道
(65) 高欄照明
路
用 高性能騒音低減 (66) 高性能騒音低減装置
材 装置
その他の道路用 (67) 遮音壁
材
(68) 歩道用横断防止柵
(69) 転落防止柵
(70) 地区別道路用コンクリート製品
(71) 旧建設省規格側溝ふた
(72) ロング U・ニューロング U
(73) その他の道路用コンクリート製品
(74) 自由勾配側溝
(75) JIS A5345 道路用鉄筋コンクリート側溝
(76) その他の側溝
(77) 円形水路
(78) エクステリアコンクリート
(79) 集水・雨水・汚水ます類
(80) コンクリート境界くい
(81) グレーチング
(82) 高性能透光板
(83) ハンプ
(84) コーン
(85) 再生プラスチック製中央分離帯ブロック
足場・桟橋等
(86) 覆工板
(87) 仮設道路用マット
(88) 道路用マット
型枠等
(89) 円形・角形型枠
(90) 化粧型枠
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分類 H.
雨水浸透施設
上・下水道
材

分類 I. 橋梁・河川・港湾用材

分類 J. その他資材

(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)

浸透ます
浸透マンホール
浸透井
浸透管・浸透トレンチ管
雨水貯留型浸透多孔板溝
浸透ボックスカルバート
雨水浸透槽
港湾用ゴム資材（防げん材、ゴム製タラップ、コーナー保
護材、滑り込み防止柵など）
(99) 港湾築堤マット
(100) 蛇かご
(101) 特殊型ふとんかご
(102) 不透過型鋼製砂防堰堤
(103) 透過型鋼製砂防堰堤
(104) 鋼矢板護岸緑化用植栽フィン
(105) 魚礁・増殖基質材
(106) 水路補修パネル
(107) ドレーン材
(108) 緑化基盤材
(109) 埋戻材
(110) のり面防護網（環境配慮型落石防止工、環境配慮型の
り面崩落防止工）
(111) 非塩素系凍結防止剤・防滑材
(112) 埋設標識シート
(113) 地中埋設ケーブル保護管
(114) 止水板
(115) 目地材、目地板
(116) 地盤改良材
(117) ケーブルトラフ
(118) 土木用遮水シート

