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建設汚泥リサイクル製品事例集掲載申込書

建設汚泥リサイクル製品事例集への掲載を申し込みます。

掲載申込者 

会社名 ��

代表者氏名 ��

会社住所 �)ｨ�������

電話番号 ��

担当者氏名 (所属部署) 宙������������

所属協会名 ��

掲載申込み製品種類(用途) 佝hﾝｩ�ﾈﾙ�-ﾙ�ｹV��B�

①流動化処理土 ��

②改良土 ��

③洗浄砂 ��

④その他 ��

合計 ��

※上請の製品種類(用途)以外については、 「④その他」になります。

※申込みにあたっては以下を連合会に捷出してください。

① 『掲載申込書』 (本紙)

② 『商品紹介シート』 (用途に応じた用紙を連合会HPからダウンロード

し、作成してください。記入の注意事項を連合会HPに掲載しています)

③ 『1製品毎に画像4点』
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リサイクル商品紹介シート(記入の注意事項)
1,製品のお問い合わせ先

3.製品概要

(l)製品名

価格幅がある場合は「○○へ〇〇円」、 「〇

〇円から」などご記入ください

円(運搬費は含めない) / (t ・m3)

(3)建設汚泥の使用割合(重量べ-ス) :_%一_%　又は　　　%以上

(4)取得している認定・認証等(該当にレ点)

ロエコマーク(認定番号:

□建設技術審査証明(用途:　　　　　　査証番号:

□新技術活用促進システム(N巳TIS) (登録番号:

□都道府県リサイクル製品認定(都道府県名:　　認定番号

ロその他(

□取得無し

代表施工例

)

　

-

　

~

　

)

　

)



5〇品賃管理フロー

以下を参考にご記入ください。

※原料の受け入れ段階から、製品が完成するまでのフローをご記入ください。製品製造で

はなく、品質管理フローに留意してください。
※工程図を元に品質を確認するためにサンプルを抜き取っている時点を明示してください。

併せてその時に確認している項目をご話人ください。
楽違聾濯泥寡夫諭創圏球数…

魯発隻現場からプラント搬入前に、化学分析試験譜鼠霊(土舗環境壷涯項

目)の繰出を奏諭し韓碧、著書拗賞を含有していた場合は受入れしない。
業婁霊添田話犬種観点謡茜種子し

鳩混ピットからランダムに搾取した妊設汚泥を1国子月の割合で化学分析

試験土壌寄墳墓牽霊瑳邑)を行い、 1固体の割合で化学分析訣験土壌蹟椀

幾準全項目を行う,ト

錆襲"那弓タ一宮群青・

バやぶ弁も轟蓄溝よる運義・
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6,検査項目(原材料“製品)

※必要に応じて分析証明証等の提出を求める事があります。

①原材料(建設汚泥)

試験頭目数 試験頻度(該当にレ点)

土壌環境基準
ロロット毎(〇一〇m3)　□毎月　口_ケ月毎

□他(

必須試験項目 倩靈�_ｹd��剋詞ｱ頻度 冦ｩUyV俯��実測測定値 
(該当にレ点) 剪挨�9h,�8ﾉ5��忠�ｩ.吋霾竰�

「流動化処理土」、 劍8ﾘ8ﾘ6(6yhｆﾓ2����h以�����5�ﾈ馼��(%) ���３��吋���ﾈ竰�

「改良土」、「洗浄 砂」のシートに記載 � 
ロロット毎(m3) □毎月 忠7ｒ�(度) 

されている試験項 目についてご記入 ��口_ケ月毎 �(　年　　月) 

ロロット毎(　鳳3) 窒R��　(親 (年　月) 

ください。 剏菇�� 

□_ケ月毎 � 

ロロット毎(」m3) ロ毎月 窒R��　(%) (年　月) 

□〇ケ月毎 � 

ロロット毎(皿3) □毎月 □_ケ月毎 中8ﾈﾂ�6V2��(c龍/sec) (年　月) 

任意試験項目 倩靈�_ｹd��倩靈�W�7��目標品質 們��ｩ�ｩ.�&ﾂ�
(該当にレ点) �(測定年月) 

誌面への掲載を希 刄鴻鴻bト毎(m3) □毎月 窒��　() (年　月) 
一一　　　　　　一、 ��口_ケ月毎 � 

望される方のみ」 記入ください。任 ��ロロット毎(m3) 口毎月 窒��() 

意ですので未掲載 でも結構です。 凵｠〇ケ月毎 �(_年喜月) 

ロロット毎(m3) 口毎月 窒��　() (年　月) 

口_ケ月毎 � 

ロロット毎(m3) 口毎月 窒��　() (年　月) 

□〇ケ月毎 � 

ロロット毎(m3) 口毎月 窒��　() (年　月) 

ロ鵜ケ月毎 � 

※任意項目は以下の試験項目を参考に、掲載を希望する項目をご記入ください。

表乾密度(土粒子) (g/c血3)

塑性指数(PI) (%)

一軸圧縮強さ(N/血m2)

単位体積質量(g/c肌3)

圧壊強度(N/m皿2)

修正CBR (%)

吸水率(%)
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リサイクル商品紹介シート(流動化処理土)

1,製品のお問い合わせ先

(1)(ふりがな) 

会社名: 

担当部署: 

(2)会社住所 

〒 

(3)連絡先 杷�や�

Tel. 

(4)会社HP　http:// 

□自社HP無し 

(5)(ふりがな) 

記入者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※記載内容の確認担当者 

2,施設概要

(l)業許可番号 (2)生産能力

/ (t・m3)

3.製品概要

(l)製品名 ��

(2)価格:　　　　　　　　　　　　　　　　　　円(運搬費は含めない)/(t・m3) 

(3)建設汚泥の使用割合(重量ベース):_%へ_%　又は 奉X決�2�

(4)取得している認定・認証等(該当にレ点) ��

ロエコマーク(認定番号: 鋳�

□建設技術審査証明(用途:　　　　　　査証番号: 鋳�

□新技術活用促進システム(鵬T工S)(登録番号: 鋳�

□都道府県リサイクル製品認定(都道府県名:　　認定番号: 鋳�

□その他( 鋳�

□取得無し ��



5.品質管理フロー

※原料の受け入れ段階から、製品が完成するまでのフローをご記入ください。製品製造で

はなく、品質管理フローに留意してください。

※工程図を元に品質を確認するためにサンプルを抜き取っている時点を明示してください。

併せてその時に確認している項目をご記入ください。

2
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6.検査項目(原材料"製品)

※必要に応じて分析証明証等の提出を求める事があります。

①原材料(建設汚泥)

試験項目数 試験頻度(該当にレ点)

土壌環境基準
ロロット毎(_m3)　□毎月　□_ケ月毎

□他(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

必須試験項目 倩靈�_ｹd��試験頻度 冦ｩUyV俯��実測測定値 
(該当にレ点) 宙･�9h,�8ﾉ5��忠�ｩ.吋霾竰�

密度 (g/cⅢ3) ���､�5｣ャ�B�ロロット毎(　m3) 中r��2��　(g/蝕3) (年　月) 
□その他 ���h�?ｨ������h以��

(　　　　　　　　　) 佰ｸ畔5�ﾈ馼����

フロー値 　(皿) ���ｨﾔ�4�3�2�ロロット毎(_膜3) 蒙ﾒ��　　同心 (年　月) 
□その他 (　　　) ���h�?ｨ����ﾏｹh以��

□_ケ月毎 � 

デリーゾンゲ率 ���･44RﾔcS#"�ロロット毎(　m3) 窒R��(%) 

(%) �8ﾘ+ｸ,ﾉ�ﾂ�日毎目　　口毎月 �(　年　　月) 
(　　　　　　　　　) �8ﾕ�5�ﾈ馼����

一軸圧縮強さ ���ｨﾔ�4��#�b�ロロット毎(__」n3) 嫡糲uc"��(N/m2) 

(N/mm2) ���+ｸ,ﾉ�ﾂ�□毎日　　□毎月 �(　年　　月) 
(　　　　　　　　　) 佰ｵ�5�ﾈ馼����

任意試験項目 倩靈�_ｹd��試験頻度 冦ｩUyV俯��実測測定値 
(該当にレ点) �(測定年月) 

ロロット毎(_m3) ロ毎日　口毎月 窒��　() (年　月) 

□_ケ月毎 � 

ロロット毎(m3) ロ毎日　□毎月 窒��　() (年　月) 

□〇ケ月毎 � 

ロロット毎(m3) □毎日口毎月 口_ケ月毎 窒��　() (年　月) 

ロロット毎(_m3) □毎日　□毎月 窒��　() (年　月) 

□_ケ月毎 � 

ロロット毎(m3) 口毎日　□毎月 窒��　() (年　月) 

口_ケ月毎 � 
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リサイクル商品紹介シート(改良土)

1,製品のお問い合わせ先

(1)(ふりがな) 

会社名: 

担当部署: 

(2)会社住所 

〒 

(3)連絡先 杷�や�

Tel. 

(4)会社HP　h七tp:// 

□自社HP無し 

(5)(ふりがな) 

記入者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※記載内容の確認担当者 

2.施設概要

(1)業許可番号 (2)生産能力

/ (t・血3)

3.製品概要

(1)製品名

(2)価格:　　　　　　　　　　　∴∴∴∴∴∴∴　円∴(運搬費は含めない) / (t ・m3)

(3)建設汚泥の使用割合(重量ベース) :_%へ_%　又は　_%以上

(4)取得している認定・認証等(該当にレ点)

ロエコマーク(認定番号:

□建設技術審査証明(用途:　　　　　　査証番号:

□新技術活用促進システム(NETIS) (登録番号:

□都道府県リサイクル製品認定(都道府県名:　　認定番号

口その他(

ロ取得無し

4.販売実績

)

　

)

　

~

　

)

　

)



5〇品責管理フロー

※原料の受け入れ段階から、製品が完成するまでのフローをご記入ください。製品製造で

はなく、品質管理フローに留意してください。
※工程図を元に品質を確認するためにサンプルを抜き取っている時点を明示してください。

併せてその時に確認している項目をご記入ください。

2
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6.検査項目(原材料"製品)

※必要に応じて分析証明証等の提出を求める事があります。

①原材料(建設汚泥)
試験項目数 試験頻度(該当にレ点)

土壌環境基準
ロロット毎(〇一〇Ⅲ3)　ロ毎月　□_ケ月毎

□他(

必須試験項目 倩靈�_ｹd��試験頻度 冦ｩUyV俯��実測測定値 
(該当にレ点) 宙･�9h,�8ﾉ5��忠�ｩ.吋霾竰�

最大粒径 ���ｨﾔ�4�ﾆﾄ�"���､�4��#�B�ロロット毎(m3) ロ毎日　□毎月 中ﾖﾒ��m爪) 

(mm) 佰ｸ+ｸ,ﾉ�ﾂ�ロ　　ケ月毎 �(_年_月) 

(　　　　　　　　　) �｢�

コーン指数 (KN/血2) ���ｨﾔ�4��##��ロロット毎(　鳳3) 窒R��(鮒/血2) (年　月) 
口その他 ���h�?ｨ����ﾏｹh以��

(　　　　　　　　　) 佰ｵ�5�ﾈ馼����

任意試験項目 倩靈�_ｹd��試験頻度 冦ｩUyV俯��実測測定値 
(該当にレ点) �(測定年月) 

ロロット毎(m3) ロ毎日　□毎月 窒��　() (年　月) 

□_ケ月毎 � 

ロロット毎(鵜__ザ) 窒��() 

口毎日　□毎月 口_ケ月毎 �(_年〇月) 

ロロット毎(_喜一茸) 窒��() 

□毎日　　□毎月 �(　年　　月) 

□_ケ月毎 � 

ロロット毎(_m3) 窒��() 

口毎日　　口毎月 �(　年　　月) 

□_ケ月毎 � 

ロロット毎(_m3) 窒��() 

口毎日　　□毎月 �(　年　　月) 

□_ケ月毎 � 

3
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リサイクル商品紹介シート(洗浄砂)

1.製品のお問い合わせ先

(1)(ふりがな) 

会社名: 

担当部署: 

(2)会社住所 

〒 

(3)連絡先 杷�や�

Tel. 

(4)会社HP　http:// 

ロ自社HP無し 

(5)(ふりがな) 

記入者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※記載内容の確認担当者 

2,施設概要

(1)業許可番号 (2)生産能力

/(t・m3)

3,製品概要

(l)製品名 ��

(2)価格:　　　　　　　　　　　　　　　　　円(運搬執ま含めない)/(t・m3) 

(3)建設汚泥の使用割合(重量ベース):　　%へ　　%　又は 湛決�2�

(4)取得している認定・認証等(該当にレ点) ��

ロエコマーク(認定番号: 鋳�

□建設技術審査証明(用途:　　　　　　査証番号: 鋳�

口新技術活用促進システム(NETIS)(登録番号: 鋳�

□都道府県リサイクル製品認定(都道府県名:　　認定番号: 鋳�

□その他( 鋳�

□取得無し ��

代表施工例



5.品質管理フロー

※原料の受け入れ段階から、製品が完成するまでのフローをご記入ください。製品製造で

はなく、品質管理フローに留意してください。
※工程図を元に品質を確認するためにサンプルを抜き取っている時点を明示してください。

併せてその時に確認している項目をご記入ください。

2
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6,検査項目(原材料“製品)

※必要に応じて分析証明証等の提出を求める事があります。

①原材料(建設汚泥)
試験項目数 試験頻度(該当にレ点)

土壌環境基準
ロロット毎(_m3)　口毎月　□_ケ月毎

口他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

必須試験項目 倩靈�_ｹd��試験頻度 冦ｩUyV俯��実測測定値 
(該当にレ点) 宙･�9h,�8ﾉ5��忠�ｩ.吋霾竰�

細粒分含有率 ���､�4�ﾆﾄ�"�ロロット毎(　m3) 蒙ﾒ��(%) 

(%) ���+ｸ,ﾉ�ﾂ�□毎日　　□毎月 �(　年　　月) 
(　　　　　　　　　) �����5�ﾈ馼����

絶乾密度 (g/c皿3) ���ｨﾔ�4�ﾃ����ロロット毎(_皿3) 窒R��(g/cⅢ3) (鵜年〇月) 
□その他 ���h�?ｨ����ﾏｹh以��

(　　　　　　　　　) ���畔5�ﾈ馼��

任意試験項目 倩靈�_ｹd��試験頻度 冦ｩUyV俯��実測測定値 
(該当にレ点) �(測定年月) 

ロロット毎(　m3) 窒��() 

口毎日　□毎月 □_ケ月毎 �(〇年鵜月) 

ロロット毎(_m3) 窒��() 

□毎日　　□毎月 �(　年　　月) 

□_ケ月毎 � 

ロロット毎(　m3) 窒��() 

ロ毎日　　□毎月 �(　年　　月) 

□〇ケ月毎 � 

ロロット毎(〇〇〇旦3) 窒��() 

□毎日　　□毎月 �(　年　　月) 

口_ケ月毎 � 

ロロット毎(　m3) 窒��() 

□毎日　□毎月 ロ「ケ月毎 �(鵜年〇月) 
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リサイクル商品紹介シート(その他)

1.製品のお問い合わせ先

(1)(ふりがな) 

会社名: 

担当部署: 

(2)会社住所 

〒 

(3)連絡先 杷�や�

Tel. 

(4)会社HP　http:// 

ロ自社HP無し 

(5)(ふりがな) 

記入者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※記載内容の確認担当者 

2,施設概要

(1)業許可番号 (2)生産能力

/ (t・m3)

3.製品概要

(1)製品名 ��

(2)価格:　　　　　　　　　　　　　　　　　　円(運搬費は含めない)/(t・m3) 

(3)建設汚泥の使用割合(重量べ-ス):　　%へ　　%　又は 湛決�2�

(4)取得している認定・認証等(該当にレ点) ��

ロエコマーク(認定番号: 鋳�

□建設技術審査証明(用途:　　　　　　　査証番号: 鋳�

□新技術活用促進システム(NETIS)(登録番号: 鋳�

□都道府県リサイクル製品認定(都道府県名:　　認定番号: 鋳�

□その他( 鋳�

□取得無し ��



5.品質管理フロー

※原料の受け入れ段階から、製品が完成するまでのフローをご記入ください。製品製造で

はなく、品質管理フローに留意してください。
※工程図を元に品質を確認するためにサンプルを抜き取っている時点を明示してください。

併せてその時に確認している項目をご記入ください。
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6.検査項目(原材料"製品)

※必要に応じて分析証明証等の提出を求める事があります。

(D原材料(建設汚泥)

試験項目数 試験頻度(該当にレ点)

土壌環境基準
ロロット毎(_皿3)　□毎月　ロ_ケ月毎

□他(

(②製品

※試験項目に必須項目はありません。任意項目のみ10項目まで記載してください。

試験項目 倩靈�_ｹd��試験頻度 冦ｩUyV俯��実測測定値 
(該当にレ点) �(測定年月) 

ロロット毎(鵬3) □毎日　口毎月 窒��　() (年　月) 

□_ケ月毎 � 

ロロット毎(m3) □毎日　□毎月 窒��　() (年　月) 

口_ケ月毎 � 

ロロット毎(m3) 口毎日　□毎月 窒��　() (年　月) 

□_ケ月毎 � 

ロロット毎(m3) ロ毎日　□毎月 窒��　() (年　月) 

ロ_ケ月毎 � 

ロロット毎(_鳳3) ロ毎日　口毎月 窒��　() (年　月) 

□_ケ月毎 � 

ロロット毎(m3) 口毎日　□毎月 窒��　() (年　月) 

□〇ケ月毎 � 

ロロット毎(m3) 口毎日　□毎月 窒��　() (年　月) 

□_ケ月毎 � 

ロロット毎(鵜膜3) □毎日　口毎月 窒��　() (年　月) 

□〇ケ月毎 � 

ロロット毎(m3) 口毎日　□毎月 窒��　() (年　月) 

口_ケ月毎 � 

ロロット毎(m3) 口毎日　□毎月 窒��　() (年　月) 

ロ臆ケ月毎 � 


