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9.8 エコマテリアル 

9.8.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表9.8-1に示すとおりである。 

表 9.8-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①種類及び供給状況 
②施設等でのエコマテリアルの利用

状況 
③工事等に伴うエコマテリアルの状

況 
④東京都等の目標、方針、基準等 

事業の実施に伴うエコマテリアルの利用への取組
み・貢献の影響が考えられることから、左記の事項
に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、特に設定しない。 

 

(3) 調査方法 

1) 種類及び供給状況 

調査は、事業計画、既存資料の整理によった。 

2) 施設等でのエコマテリアルの利用状況 

調査は、既存資料の整理によった。 

3) 工事等に伴うエコマテリアルの状況 

調査は、既存資料の整理によった。 

4) 東京都等の目標、方針、基準等 

調査は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）、

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平成 27 年２月３日変更閣議決定）、「平成 27

年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成 27 年４月 東京都）の目標、方針、基準

等の整理によった。 

 

(4) 調査結果 

1) 種類及び供給状況 

ア．エコマテリアルの種類 

国の公共工事における特定調達品目の「資材」は、表9.8-2に示すとおりである。 
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表 9.8-2 国が公共工事の中で設定する特定調達品目（資材） 

品目分類 品目名 

盛土材等 

建設汚泥から再生した処理土 

土工用水砕スラグ 

銅スラグを用いたケーソン中詰め材 

フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 

地盤改良材 地盤改良用製鋼スラグ 

コンクリート用スラグ骨材 

高炉スラグ骨材 

フェロニッケルスラグ骨材 

銅スラグ骨材 

電気炉酸化スラグ骨材 

アスファルト混合物 

再生加熱アスファルト混合物 

鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 

中温化アスファルト混合物 

路盤材 
鉄鋼スラグ混入路盤材 

再生骨材等 

小径丸太材 間伐材 

混合セメント 
高炉セメント 

フライアッシュセメント 

セメント エコセメント 

コンクリート及びコンクリート製品 透水性コンクリート 

鉄鋼スラグ水和固化体 鉄鋼スラグブロック 

吹付けコンクリート フライアッシュを用いた吹付けコンクリート 

塗料 

下塗用塗料（重防食） 

低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 

高日射反射率塗料 

防水 高日射反射率防水 

舗装材 
再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成） 

再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品） 

園芸資材 
バークたい肥 

下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト） 

道路照明 環境配慮型道路照明 

中央分離帯ブロック 再生プラスチック製中央分離帯ブロック 

タイル 陶磁器質タイル 

建具 断熱サッシ・ドア 

製材等 

製材 

集成材 

合板 

単板積層材 

フローリング フローリング 

再生木質ボード 

パーティクルボード 

繊維板 

木質系セメント板 

ビニル系床材 ビニル系床材 

断熱材 断熱材 

照明機器 照明制御システム 

変圧器 変圧器 

空調用機器 

吸収冷温水機 

氷蓄熱式空調機器 

ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 

送風機 

ポンプ 

配管材 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 

衛生器具 

自動水栓 

自動洗浄装置及びその組み込み小便器 

洋風便器 

コンクリート用型枠 
再生材料を使用した型枠 

合板型枠 

出典：「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平成 27 年２月３日変更閣議決定） 
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東京都では、公共工事にあたって「平成27年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）」

により、環境物品等を最大限に活用することとしている。 

特に、「東京都建設リサイクル推進計画」及び同ガイドラインにおいて、都が政策として、

各種の副産物対策や環境負荷の軽減のため建設（実施）する施設や事業などにおける副産

物又は製品を、「特別品目」として指定している。このうち、副産物の有効利用に関するも

のは、表9.8-3に示すとおりであり、建設発生土、建設泥土等の有効利用を図る副産物等が

指定されている。 

表 9.8-3 東京都が定める特別品目 

分 類 エコマテリアルの種類 

建設発生土の有効利用を

図るもの 

建設発生土、良質土（道路上工事で使用するもの）、 

普通土（再利用センターストック土、青梅事業所ストック土）、改良土、 

粒状改良土、流動化処理土、一体の施工システム内処理土、分級処理土、 

しゅんせつ土、しゅんせつ土改良土 

建設泥土の有効利用を図

るもの 

建設泥土改良土、流動化処理土 

建設発生木材の有効利用

を図るもの 

再生木質ボード類 

熱帯雨林材等の使用を抑

制するもの 

環境配慮型型枠（複合合板型枠等） 

コンクリート塊、アスファ

ルト・コンクリート塊等の

有効利用を図るもの 

再生クラッシャラン、再生粒度調整砕石、再生砂、 

再生加熱アスファルト（混合物、処理混合物）、 

再生骨材（均し（捨て）コンクリート等（均しコンクリート、捨てコンクリート、裏

込めコンクリート等、杭、耐圧版、基礎梁、鋼管充填コンクリート等）及びレディー

ミクストコンクリート） 

再生コンクリート（路盤材、砕石等）、道床砕石 

廃棄物処理に伴う副産物

の有効利用を図るもの 

エコセメント（直接利用、均し（捨て）コンクリート等、レディーミクストコンクリ

ート、コンクリート二次製品） 

溶融スラグ（直接利用、コンクリート二次製品、再生加熱アスファルト混合物） 

スーパーアッシュ（コンクリート二次製品（管渠、人孔、ボックスカルバート、セグ

メント、基礎くい）、土木材料） 

アスファルト混合物用汚泥焼却灰を用いた加熱アスファルト混合物（再生・一般） 

浄水場発生土（グランド舗装材、緑化用土、土ブロック） 

都内の森林再生のため多

摩産材の有効利用を図る

もの 

多摩産材（直接利用、道路（林道を含む）施設材料、河川（治山を含む）施設材料、

建設材料、仮設材料） 

温室効果ガスの削減を図

るもの 

温室効果ガスの削減に資する資材・建設機械・工法・目的物、高効率空調用機器（熱

源機器、熱源以外の空調機器）、発光ダイオードを用いた交通信号機、高効率のラン

プ等を使用した照明器具（道路照明、道路照明以外）、ノンフロン断熱材 

ヒートアイランド対策を

図るもの 

ヒートアイランド対策に資する資材・建設機械・工法・目的物、高反射率塗料 

その他環境負荷の低減に

寄与するもの 

環境に配慮した公共用照明器具、ハロゲンフリー電線・ケーブル、鉛フリー電線・ケ

ーブル・亀甲金網、低 VOC 塗料、都内産の緑化植物（支給材、請負材）、電炉鋼材な

どのリサイクル鋼材 

出典：「平成 27 年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成 27 年４月 東京都） 
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イ．エコマテリアルの供給状況 

公共工事において利用量が多い再生骨材及び混合セメントの供給量は、表9.8-4及び表

9.8-5に示すとおりである。 

東京都に出荷されている砕石は、平成22年～平成26年で、約8,600千t～約9,500千tであ

るのに対して、再生骨材は、平成24年で281千tとなっている。 

また、東京都におけるセメントの販売高は、平成22年～平成26年で、約3,100千t～約3,500

千tであり、各年とも80％以上がポルトランドセメントとなっている。 

表 9.8-4 東京都への砕石及び再生骨材の出荷量 

年次 

砕 石 再生骨材 

東京都への出荷合計 東京都への出荷合計 

 出荷元  出荷元 

 都内 都外  都内 都外 

（千 t） （千 t） （千 t） （千 t） 

平成 22 年 9,489 3,757 5,732 X X - 

平成 23 年 9,110 3,516 5,594 （43） X 43 

平成 24 年 8,646 3,473 5,173 281 240 41 

平成 25 年 8,844 3,657 5,187 （6） X 6 

平成 26 年 8,834 3,615 5,219 （5） X 5 

注 1）表中の「－」は実績なし、「X」は数字の秘匿を示す。 

注 2）表中の（ ）内の数値は、数字の秘匿分を除いた合計値を示す。 

出典：「平成 22 年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

「平成 23 年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

「平成 24 年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

「平成 25 年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

「平成 26 年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

 

 

表 9.8-5 セメントの種類別販売高（東京都） 

年次 
ポルトランドセメント 混合セメント その他のセメント 計 

（t） （％） （t） （％） （t） （％） （t） 

平成 22 年 2,619,787 82.3 544,835 17.1 18,015 0.6 3,182,637 

平成 23 年 2,875,080 85.1 483,527 14.3 19,437 0.6 3,378,044 

平成 24 年 2,830,987 83.2 558,706 16.4 14,659 0.4 3,404,352 

平成 25 年 2,865,918 82.5 589,602 17.0 18,815 0.5 3,474,335 

平成 26 年 2,791,476 85.0 473,951 14.4 18,643 0.6 3,284,070 

出典：「2010 年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27 年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

「2011 年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27 年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

「2012 年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27 年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

「2013 年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27 年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

「2014 年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27 年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/jh3.html 
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2) 施設等でのエコマテリアルの利用状況 

大規模集客イベントにおけるリサイクル品の利用事例は、表 9.8-6 に示すとおりである。 

表 9.8-6 大規模集客イベントにおけるリサイクル品の利用 

施設・イベント 利用品目・概要 

幕張メッセ ・施設内カーペット更新時に、カーボンオフセット（リサイクル

材使用）商品の採用に積極的に取り組んでいる。 

愛知万国博覧会 ・バガス（サトウキビの搾りかす）由来の成型紙食器を環境推薦

品に選定、会場で使用した。 

洞爺湖サミット ・椅子のパーツの一部（機構部カバー、レバー等）に、廃車から

回収したバッテリーケースより再生したポリプロピレンを

100％使用した椅子を採用した。 

SUMMER SONIC TOKYO 
（屋外音楽イベント） 

・PLA(バイオマス原料プラスチック)製の再使用可能カップをビ

ール用に導入した実績あり。 
出典：「CSR・企業の社会的貢献」（平成 27 年９月 11 日参照 (株)幕張メッセホームページ）

http://www.m-messe.co.jp/organizers/company/csr.html 
 「エコ・アイ」（平成 27 年３月３日参照 (株)エコ・アイホームページ） 

http://www.ecoi.co.jp/ex.html 
 「Ud&Eco style（ユーデコスタイル）スポットライト」（平成 27 年９月 11 日参照 (株)イトー

キホームページ） http://www.itoki.jp/udeco/spotlight/toyako.html 
  「平成 16 年度デポジット制度導入実証事業に関する検討調査報告書」（平成 17 年３月 三重県） 

 

3) 工事等に伴うエコマテリアルの状況 

公共工事における資材の特定調達品目の使用実績は、表 9.8-7(1)及び(2)に示すとおりであ

る。 

適用品目の数量割合は、90％以上の品目が多くなっているが、地盤改良材、吹付けコンクリ

ート、空調用機器、配管材については、70％を下回る割合となっている。 
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表 9.8-7(1) 特定調達品目実績集計表（公共工事（資材）） 

品目名 

単位

数 量 特定調達物品等

数量割合 

①／③ 品目分類 品目名 
特定調達物品等

① 

類似品等 

② 

合計③ 

（=①＋②） 

盛土材等 

建設汚泥から再生した処理土 m3 410,551

61,728 555,266 88.9%

土工用水砕スラグ m3 13,786

銅スラグを用いたケーソン中詰め材 m3 43,118

フェロニッケルスラグを用いたケー

ソン中詰め材 
m3 26,084

地盤改良材 地盤改良用製鋼スラグ m3 85,323 11,575 96,897 88.1%

アスファルト混合物 

再生加熱アスファルト混合物 t 2,957,961

13,879 3,034,194 99.5%鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 t 1,147

中温化アスファルト混合物 t 61,207

コンクリート用ス

ラグ骨材 

高炉スラグ骨材 m3 6,401

14 14,451 99.9%
フェロニッケルスラグ骨材 m3 1,068

銅スラグ骨材 m3 6,818

電気炉酸化スラグ骨材 m3 150

路盤材 
鉄鋼スラグ混入路盤材 m3 47,490

124,205 5,096,336 97.6%
再生骨材等 m3 4,924,641

小径丸太材 間伐材 m3 52,021  

混合セメント 

高炉セメント t 743,471
30,118 845,198 96.4%

フライアッシュセメント t 71,610

生コンクリート(高炉) m3 5,494,742
57,362 5,646,185 99.0%

生コンクリート(フライアッシュ) m3 94,080

セメント エコセメント 個 85,605  

コンクリート及び

コンクリート製品 

透水性コンクリート m3 4,223  

透水性コンクリート２次製品 個 784,829  

鉄鋼スラグ水和固

化体 
鉄鋼スラグブロック kg 15,830,548 47,482 15,878,030 99.7%

吹付けコンクリート 
フライアッシュを用いた吹付けコン

クリート 
m3 47,194 138,960 186,154 25.4%

塗料 

下塗用塗料（重防食） kg 566,580 3,242 569,822 99.4%

低揮発性有機溶剤型の路面標示用水

性塗料 
m2 2,012,461 1,559 2,014,020 99.9%

高日射反射率塗料 m2 33,965 6,217 40,182 84.5%

防水 高日射反射率防水 m2 86,659 14,353 101,011 85.8%

舗装材 

再生材料を用いた舗装用ブロック

（焼成） 
m2 7,848

705 17,210 95.9%
再生材料を用いた舗装用ブロック類

（プレキャスト無筋コンクリート製品）
m2 8,657

園芸資材 

バークたい肥 kg 17,897,569

12,565 18,034,125 99.9%下水道汚泥を用いた汚泥発酵肥料

（下水汚泥コンポスト） 
kg 123,991

道路照明 環境配慮型道路照明 台 14,046 329 14,375 97.7%

中央分離帯ブロック 
再生プラスチック製中央分離帯ブロ

ック 
個 6,221 1,502 7,723 80.6%

タイル 陶磁器質タイル m2 136,254 11,413 147,667 92.3%

建具 断熱サッシ・ドア 工事数 2,701  

注1）品目名については、平成25年度基本方針に基づく名称としている。 
2）類似品目が共通しているものは、該当する特定調達物品全体の数量割合を算出している。 
3）間伐材、エコセメント、透水性コンクリート、透水性コンクリート２次製品、断熱サッシ・ドア、製材、集成材、

合板、単板積層材、フローリング、断熱材、再生材料を使用した型枠の特定調達物品等数量割合は、類似品目の特
定が困難なため算出していない。 

4）基本方針に定める品目名「透水性コンクリート」は、透水性コンクリートと透水性コンクリート2次製品に分けて
計上している。 

5）「排水・通気用再生硬質塩化ビニル管」の集計にあたっては、特定調達物品等の数量を、m で計上している場合と
工事数で計上している場合がある。 

出典：「平成 25 年度国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等」 
（平成 27 年８月 18 日参照 環境省ホームページ）http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html 
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表 9.8-7(2) 特定調達品目実績集計表（公共工事（資材）） 

品目名 

単位

数 量 特定調達物品等

数量割合 

①／③ 品目分類 品目名 
特定調達物品等

① 

類似品等 

② 

合計③ 

（=①＋②） 

製材等 

製材 m3 9,842   

集成材 m3 4,816   

合板 
m2 724,226   

m3 1,775   

単板積層材 m3 320   

フローリング フローリング m2 212,705 2,193 214,898 99.0%

再生木質ボード 

パーティクルボード m2 59,179 99 59,278 99.8%

繊維板 m2 14,398 266 14,664 98.2%

木質系セメント板 m2 26,216 862 27,077 96.8%

ビニル系床材 ビニル系床材 m2 972,591 22,758 995,349 97.7%

断熱材 断熱材 工事数 36,881  

照明機器 照明制御システム 工事数 1,118 84 1,202 93.0%

変圧器 変圧器 台 1,664 67 1,731 96.1%

空調用機器 

吸収冷温水機 台 123 1 124 99.2%

氷蓄熱式空調機器 台 80 0 80 100.0%

ガスエンジンヒートポンプ式空気調

和機 
台 1,527 56 1,583 96.5%

送風機 台 2,455 1,551 4,006 61.3%

ポンプ 台 1,357 108 1,465 92.6%

配管材 排水・通気用再生硬質塩化ビニル管
m 163,254 64,259 227,514 71.8%

工事数 228 3 231 98.7%

衛生器具 

自動水栓 工事数 1,025 9 1,034 99.1%

自動洗浄装置及びその組み込み小便

器 
工事数 672 12 684 98.2%

洋風便器 工事数 1,180 16 1,196 98.7%

コンクリート用 

型枠 
再生材料を使用した型枠 工事数 6,783  

 

注1）品目名については、平成25年度基本方針に基づく名称としている。 
2）類似品目が共通しているものは、該当する特定調達物品全体の数量割合を算出している。 
3）間伐材、エコセメント、透水性コンクリート、透水性コンクリート２次製品、断熱サッシ・ドア、製材、集成材、

合板、単板積層材、フローリング、断熱材、再生材料を使用した型枠の特定調達物品等数量割合は、類似品目の特
定が困難なため算出していない。 

4）基本方針に定める品目名「透水性コンクリート」は、透水性コンクリートと透水性コンクリート２次製品に分けて
計上している。 

5）「排水・通気用再生硬質塩化ビニル管」の集計にあたっては、特定調達物品等の数量を、m で計上している場合と
工事数で計上している場合がある。 

出典：「平成 25 年度国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等」 
（平成 27 年８月 18 日参照 環境省ホームページ）http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html 

 

 

 

 

 



9.8 エコマテリアル 

- 194 - 

都内の建築物におけるエコマテリアルの利用状況は、表 9.8-8 に示すとおりである。 

再生骨材や混合セメント、リサイクル鋼材が利用されている。 

 

表 9.8-8 エコマテリアルの利用状況 

項目 

ダイバーシティ東京 

（建築主：青海 Q区画特定目的

会社） 

TOC 有明 

（建築主：株式会社 テーオー

シー） 

アーバンドックららぽーと豊洲

（建築主：三井不動産株式会社）

施設用途 事務所等、百貨店等、駐車場等 事務所等、百貨店等、駐車場等 百貨店等、集会所等、駐車場等

工事完了年月 平成 24 年３月 平成 18 年８月 平成 18 年８月 

再生骨

材等利

用 

種別 － 再生骨材 － 

利用部位 － 
捨てコンクリート、かさ上げコ

ンクリート 
－ 

混合セ

メント

等利用 

種別 － 高炉 B種 高炉 B種 

利用部位 － 
基礎杭、共同溝接続部コンクリ

ート、基礎梁、耐圧板 
基礎コンクリート、地下躯体 

リサイ

クル鋼

材利用 

構造材料

への利用

の程度 

特定の部位に利用 特定の部位に利用 大半の部位に利用 

利用部位 小梁等 小梁 大梁、柱、小梁 

出典：「東京都建築物環境計画書制度 計画書の公表」（平成 27 年９月 11 日参照 東京都環境局ホームページ） 

   http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/area_select.html 

 

4) 東京都等の目標、方針、基準等 

エコマテリアルに関する東京都等の目標、方針、基準等については、表 9.8-9(1)～(4)に示

すとおりである。 

また、東京都では平成 14 年６月より「建築物環境計画書制度」を導入しており、延床面積

5,000m2 を超える新築・増築を行う建築物には、建築主自身が環境配慮の取組みを評価した書

類を計画・変更時・完了時に提出することが義務付けられている。この中で、エコマテリアル

についての項目と評価基準は、表 9.8-10 に示すとおりであり、再生骨材や混合セメント、リ

サイクル鋼材等の利用についての評価基準が設定されている。 

なお、エコマテリアルに関連する各種リサイクルに係る方針等については、「9.14 廃棄物 

9.14.1 現況調査 (4)調査結果 5)東京都等の計画等の状況」（p.173～175 参照）に示したと

おりである。 
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表 9.8-9(1) エコマテリアルに関する目標、方針、基準等 

関係計画等 目標・施策等 

国等による環境物

品等の調達の推進

等に関する法律 

（平成 12 年法律 

第 100 号） 

（目的）  

第一条  この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による

環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要

の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的

発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確

保に寄与することを目的とする。 

（国及び独立行政法人等の責務）  

第三条  国及び独立行政法人等は、物品及び役務（以下「物品等」という。）の調達に

当たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつ

つ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。  

２  国は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義

に関する事業者及び国民の理解を深めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民

が相互に連携して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。  

（地方公共団体及び地方独立行政法人の責務）  

第四条  地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要

の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。  

２  地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等へ

の需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。  

（事業者及び国民の責務）  

第五条  事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受け

る場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。  

（環境物品等の調達の基本方針）  

第六条  国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に

推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）

を定めなければならない。  

２  基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一  国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向 

二  国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類（以下「特

定調達品目」という。）及びその判断の基準並びに当該基準を満たす物品等（以下

「特定調達物品等」という。）の調達の推進に関する基本的事項 

三  その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項 

（環境物品等の調達方針）  

第七条  各省各庁の長及び独立行政法人等の長（当該独立行政法人等が特殊法人である

場合にあっては、その代表者。以下同じ。）は、毎年度、基本方針に即して、物品等の

調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達

の推進を図るための方針を作成しなければならない。  

２  前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  特定調達物品等の当該年度における調達の目標  

二  特定調達物品等以外の当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標  

三  その他環境物品等の調達の推進に関する事項  

３  各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。  

４  各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、当該年度におけ

る物品等の調達を行うものとする。  
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表 9.8-9(2) エコマテリアルに関する目標、方針、基準等 

関係計画等 目標・施策等 

環境物品等の調達

の推進に関する基

本方針 

（平成 27 年２月３

日変更閣議決定） 

＜環境物品等の調達推進の基本的考え方＞ 

・国等の各機関は、以下の考え方に則り調達を行う。 

①調達に当たっては、環境負荷の低減に資することが要素の一つとなる。 

②地球温暖化、大気汚染、水質汚濁、生物多様性の減少、廃棄物の増大等の多

岐にわたる環境負荷項目をできる限り包括的にとらえ、かつライフサイクル全

体についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択する。また、地域に特有

の環境問題を抱える地域にあっては、当該環境問題に対応する環境負荷項目に

重点を置いて、物品等を調達する。 

③調達総量を抑制するよう合理的な使用等に努めるものとし、調達された環境

物品等について長期使用や適正使用、分別廃棄などに留意する。 

・特定調達品目について 

①各機関は、特定調達品目ごとに、毎年度調達目標を設定する。 

②特定調達品目ごとに数値等の明確な判断基準を設定する。ただし、判断基準

のみでなく、ライフサイクル全体で環境負荷低減を図った物品調達に努めるこ

とが望ましい。 

③特定調達品目と判断の基準等は、適宜見直し・追加を行う。 

④公共工事については資材等の他に環境負荷の少ない工法等を含む種々の方策

が考えられ、ライフサイクル全体にわたった総合的な観点からの検討を進め

る。 

・特定調達品目の分野及び品目一覧(公共工事品目) 

分野 品目 

資材 

建設汚泥から再生した処理土／土工用水砕スラグ 

銅スラグを用いたケーソン中詰め材 

フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材／地盤改良用製鋼スラグ 

高炉スラグ骨材／フェロニッケルスラグ骨材／銅スラグ骨材 

電気炉酸化スラグ骨材／再生加熱アスファルト混合物 

鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物／中温化アスファルト混合物 

鉄鋼スラグ混入路盤材／再生骨材等／間伐材／高炉セメント 

フライアッシュセメント／エコセメント／透水性コンクリート 

鉄鋼スラグブロック／フライアッシュを用いた吹付けコンクリート 

下塗用塗料（重防食）／低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 

高日射反射率塗料／高日射反射率防水 

再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成） 

再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品） 

バークたい肥／下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト） 

環境配慮型道路照明／再生プラスチック製中央分離帯ブロック  

陶磁器質タイル／断熱サッシ・ドア／製材／集成材／合板／単板積層材 

フローリング／パーティクルボード／繊維版／木質系セメント板 

ビニル系床材／断熱材／照明制御システム／変圧器／吸収冷温水機 

氷蓄熱式空調機器／ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機／送風機／ポンプ

排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管／自動水栓 

自動洗浄装置及びその組み込み小便器／洋風便器／再生材料を使用した型枠 

合板型枠 

建設 

機械 
排出ガス対策型建設機械／低騒音型建設機械 

工法 

低品質土有効利用工法／建設汚泥再生処理工法／ 

コンクリート塊再生処理工法／路上表層再生工法／路上再生路盤工法 

伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 

泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 

目的物 排水性舗装／透水性舗装／屋上緑化 
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表 9.8-9(3) エコマテリアルに関する目標、方針、基準等 

関係計画等 目標・施策等 

平成27年度東京都環

境物品等調達方針

（公共工事） 

（平成 27 年４月  

東京都） 

 

＜基本的事項＞ 

(1)目的 

 グリーン購入法、東京都建設リサイクルガイドラインに基づき、公共工事における資

材、建設機械、工法、目的物などについて、環境物品等の使用及び環境影響物品等の

使用抑制に関し必要な事項を定め、これに基づく環境物品等の使用の推進及び環境影

響物品等の使用抑制を行うことにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社

会の構築を図り、もって現在及び将来の都民の健康で文化的な生活の確保に寄与する

ことを目的とする。 

(2)適用範囲 

 都が平成27 年度に施工する公共工事のうち、起工額が500万円以上の建設工事等（解

体工事のみの場合を除く。）に適用する。都の監理団体が施工するものを含む。都の

報告団体が施工する工事についてもできる限り本方針に基づき環境物品等の使用の推

進及び環境影響物品等の使用抑制に努めることが望ましいとされている。 

  また、区市町村が発注する工事については、グリーン購入法第10 条及びガイドライ

ンに基づき、独自の環境物品等の調達方針（公共工事）を作成し公表することが望ま

しいとされるが、独自の環境物品等の調達方針（公共工事）が未整備の段階において

は、本方針を準用して環境物品等の調達を推進する。 

(3)基本的考え方 

・建設資源循環への寄与 

・廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化 

・他産業廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化 

・都内産の資材の活用 

・温室効果ガスの削減 

・環境影響物品等の使用抑制 

・関係法令等の遵守 

＜調達方針＞ 

(1)調達する環境物品等 

 都等が公共工事において調達する環境物品等は、以下の３品目からとし、重複する場

合は①を優先する。 
 品目 要 件 
① 特別品

目 
都が政策として、副産物対策や環境負荷軽減のため建設（実施）する
施設・事業等における副産物又は製品。 
1 建設発生土の有効利用を図るもの 
2.建設泥土の有効利用を図るもの 
3.建設発生木材の有効利用を図るもの 
4.熱帯雨林材及び針葉樹材の使用を抑制するもの 
5.コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の有効利用を図
るもの 

6.廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図るもの 
7.都内の森林育成のため多摩産材の有効利用を図るもの 
8.温室効果ガスの削減を図るもの 
9.ヒートアイランド対策を図るもの 
10. その他環境負荷の低減に寄与するもの 

② 特定調
達品目 

国がグリーン購入法に基づき策定する「環境物品等の調達の推進に関
する基本方針」のうち、「公共工事」に分類される資材、建設機械、
工法、目的物などの環境物品等と原則として同じもの。ただし、都等
で調達することが適当でないものは除き、用語の表現や仕様等の一部
は都独自の表現に改める。 
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表 9.8-9(4) エコマテリアル 

関係計画等 目標・施策等 

平成27年度東京都環

境物品等調達方針

（公共工事） 

（平成 27 年４月  

東京都） 

＜続き＞ 

 
 品目 要 件 
③ 調達推

進品目 
1.環境省「グリーン購入法に係る公共工事の特定調達品目候補群」に
掲載された資材、建設機械、工法、目的物。 

2.都各局の新材料や新工法に関する取扱要領等により公募・評価のう
え採用された環境物品等。 

3.国土交通省「官庁施設の環境保全性に関する基準」に記載されてい
る環境物品等。 

4.環境省ホームページに掲載されているエコマーク・エコ商品ねっ
と・エコリーフ環境ラベル・PCグリーンラベル等で認定している環
境物品等。 

5.国土交通省「新技術情報提供システム」(NETIS)に登録されている
環境物品等。 

6.（財）建材試験センターその他の公的機関の登録制度などの対象と
なる環境物品等。 

7.他道府県等が運用する環境物品等の登録制度等の対象品目。 
8.建設業団体が団体独自に定める環境物品等、当該工事の請負者(建
設業者)がISO14001等環境管理システムを有し、独自に定める環境
物品等。 

(2)環境物品等の調達目標 

調達目標は、この基準に基づき最大限に環境物品等の調達を行うことをもって目標と

し、今年度以降の調達実績を踏まえて定量的な目標のあり方について検討していくも

のとする。 

東京都「持続可能な

資源利用」に向けた

取組方針 

（平成 27 年３月 

東京都） 

「東京都長期ビジョン」で明らかにした「持続可能な循環型都市の構築」を実現して

いくため、都のこれからの資源循環施策に関する基本的考え方や方向性を明確化すると

ともに推進に向けた取組を示したものである。 

○東京都が目指す姿 

 東京は、2020 年オリンピック・パラリンピックとその後を見据え、「東京の持続的発

展を確保するため、世界一の都市・東京にふさわしい資源循環を実現」 

○3つの柱 

 ・資源ロスの削減の促進 

 ・エコマテリアルの利用の促進 

 ・廃棄物の循環利用の更なる促進 

○具体的な取組 

 ・先進企業等と共同した「持続可能な資源利用」に向けたモデル事業の実施 

 ・事業系廃棄物のリサイクルルールづくり 

 ・廃家電等の不適正処理・違法輸出の防止 

 ・都民・NGO 等との連携 

 ・区市町村との連携 

 ・世界の大都市等との連携 

  

表 9.8-10 建築物環境計画書制度のエコマテリアルに関する評価基準 

項 目 評価基準 

再生骨材等利用 

（任意評価項目） 

次のいずれかの材料として、再生骨材等を利用していること。 

①捨てコンクリート 

②工作物に用いられる現場打ちコンクリート又はコンクリート製品 

③その他これらに準ずるもの 

混合セメント等利用 杭、特定建築物の地下部分その他の当該セメントが利用できる部分に、次

に掲げるセメントのいずれかを利用していること。 

①高炉セメントＢ種若しくはＣ種又はフライアッシュセメントＢ種若し

くはＣ種 

②廃棄物を焼却した際に発生する灰を主たる原料としたセメント 

③その他環境に配慮したセメント 

リサイクル鋼材利用 電炉鋼材その他のリサイクル鋼材を鉄筋以外の構造用材料として利用して

いること。ただし、特定建築物の全部が鉄筋コンクリート造である場合は

適用しない。 

出典：「東京都建築物環境計画書作成の手引（第３版）」（平成 26 年７月 東京都環境局） 
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9.8.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、エコマテリアルの利用への取組み・貢献の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020 年東京大会の実施においてエコマテリアルの利用が可能な期間とし、

大会開催前、大会開催中及び大会開催後においてそれぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開

催前とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、施工計画等から推定する方法によった。 

 

(5) 予測結果 

建設工事にあたっては、「平成27年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）」等に基づき、建

設資材等の環境物品等の調達や環境影響物品等の使用抑制を図ることから、エコマテリアルの利

用が図られると予測する。 

 

9.8.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・建設資材についてエコマテリアルの適用品目があるものについては、適用品目を利用するよ

う努める計画である。 

・東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方針も踏まえ、再生材料を使用した型枠、再生

骨材コンクリート等のエコマテリアルを積極的に使用する。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・今後、開発・実用化される素材についても、積極的に利用を努める計画である。 

・資材の搬入、副産物の搬出にあたっては、あらかじめ再生資源利用計画書および再生資源利

用促進計画書を作成し、実施状況は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書にて

記録・保存を行う。 

・エコマテリアルの使用状況確認については、フォローアップで確認する。 
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9.8.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、標準的なエコマテリアルの活用水準とした。 

 

(2) 評価の結果 

建設工事にあたっては、「平成27年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）」や「東京都「持

続可能な資源利用」に向けた取組方針」等に基づき、建設資材等の環境物品等（再生材料を使用

した型枠、再生骨材コンクリート等）の調達や環境影響物品等の使用抑制を図ることから、エコ

マテリアルの利用が図られると考える。 

以上のことから、エコマテリアルの活用が図られ、評価の指標を満足するものと考える。 

 


