別紙：最終処分先 リスト
1. 最終処分場

平成30年11月 1日現在

No.

会社名

所在地

許可番号

処分方法

埋立容量

1

クリーン開発 株式会社

愛知県瀬⼾市余床町３８０番地

愛知県 第02330045711号

管理型最終処分場

3,164,302㎥

2

仙台環境開発 株式会社

仙台市⻘葉区芋沢字⻘野⽊４５７番地１外１５筆

仙台市 第05440052901号

管理型最終処分場

3,210,708㎥

呉市 第07432001361号

管理型最終処分場

3

ダイユウ技研土⽊ 株式会社

広島県呉市下蒲刈町下島字上⿊島
広島県呉市下蒲刈町下島字下⿊島
北茨城市関南町神岡下字金ヶ峰２７０２番地外４筆

4

向洋産業 株式会社

5

かながわ環境整備センター

横須賀市芦名３丁目１９９０番地

6

新井総合施設 株式会社

千葉県君津市怒田字立花６４３‐１

7

都築鋼産 株式会社

8

株式会社 ＩＷＤ栃⽊

9

財団法人 茨城県環境保全事業団

北茨城市関南町神岡下字金ヶ峰２７００番地２外２筆

10 神座興産 株式会社
11 株式会社 クリーンテック

北茨城市 第00831045993号
―

2,329,026㎥
2,359,623㎥
1,024,641㎥

管理型最終処分場

468,400㎥

管理型最終処分場

544,000㎥

千葉県 第01230110159号

管理型最終処分場

2,003,460㎥

いわき市遠野町上遠野字沢繋８番３外１

いわき市 第09440002555号

安定型最終処分場

3,310,348㎥

栃⽊県那須塩原市細竹字箭坪道３‐１外

栃⽊県 第00930068077号

安定型最終処分場

876,784㎥

茨城県笠間市福田字狢ヶ入１４８番地の１外４５筆

茨城県 第00841119957号

管理型最終処分場

2,400,000㎥

静岡県島田市身成字モジヤマ９９４番１外４１筆

静岡県 第02331035469号

管理型最終処分場

114,387㎥

福島県 第00730072849号

管理型最終処分場

静岡県 第02241027674号

管理型最終処分場

127,312㎥

福島県福島市飯坂町中野字赤落２７番外
福島県福島市飯坂町中野字朴沢４１番外１０筆、字一本楢２番外７筆

752,609㎥
1,752,000㎥

静岡県富士市大渕字追越１２８４番６外１３筆

12 渡邉林産 株式会社

291,086㎥

静岡県富士市桑崎字狐久保５２５番地の２外１７筆
静岡県富士市桑崎字狐久保５２５番地の２外２４筆

196,532㎥

13 新和企業 有限会社

茨城県北茨城市磯原町大字大塚字松ノ⽊田１３９９番１外

茨城県 第00841004937号

管理型最終処分場

3,804,000㎥

14 大平興産 株式会社

千葉県富津市高溝字左リ沢３９５番１の一部外

千葉県 第01230001907号

管理型最終処分場

2,201,455㎥

15 大栄環境 株式会社

兵庫県三⽊市口吉川町槇字槇谷４５７番２１外３６筆

兵庫県 第02845003203号

管理型最終処分場

1,910,183㎥

16 株式会社 アイザック・オール

富山県富山市山本字浅桐谷１‐１

富山県 第08533046118号

管理型最終処分場

5,100,141㎥

17 株式会社ジャパンクリーン

宮城県仙台市⻘葉区芋沢字⻘野⽊１０９番１

仙台市 第05430009062号

管理型最終処分場

1,041,919㎥

18 株式会社ミダック

静岡県浜松市⻄区呉松町４４３番地

浜松市 第06341001642号

管理型最終処分場

137,800㎥

19 株式会社ミダックはまな

静岡県浜松市⻄区大山町３５９５番地

浜松市 第06341009796号

管理型最終処分場

410,575㎥

⻑野県 第2047031267号

管理型最終処分場

他１４５筆
ほか２０筆

他４５筆

⻑野県中野市大字豊津５０１４番地外

20 飯山陸送株式会社

⻑野県下高井郡野沢温泉村大字東大滝字浅上４０‐イ番地

609,710㎥
121,306㎥

21 杉田建材 株式会社

千葉県市原市万田野字行合415-2 外

千葉県 第01240018681号

安定型最終処分場

4,985,970㎥

22 株式会社 千佳

栃⽊県那須塩原市⻄岩崎字上ノ林36 外

栃⽊県 第00930004448号

安定型最終処分場

2,170,462㎥

23 ジークライト株式会社

山形県米沢市大字板谷字四郎右ヱ門沢773-1 外

山形県 第00638051331号

管理型最終処分場

4,120,082㎥

24 三山クリーン株式会社

いわき市常盤藤原町湯の岳2番66 外

いわき市 第09430047623号

管理型最終処分場

239,964㎥

25 テルス株式会社

山形県⻄置賜郡⽩鷹町大字栃窪字⼩助澤

山形県 第00648007633号

管理型最終処分場

1,270,231.5㎥

26 東京都 中央防波堤 外側埋立処分場

東京都江東区⻘海三丁目地先

管理型最終処分場

(承認数量)100ｔ/月

27 カミシマ技研株式会社

岡山県笠岡市神島字銅山532番3 外

（東京都）
岡山県 第03334010896号

管理型最終処分場

2. 再資源化・再生処理先一覧
No.

1,443,917㎥

Tazumi

会社名

所在地

許可番号

神奈川県綾瀬市早川２６０５‐４７

31 有限会社 飯室商店

処分方法

神奈川県 第01422025119号

神奈川県綾瀬市早川２６０５‐４１／早川２６０５‐４０
横須賀市浦郷町５丁目２９３１番地１５外

横須賀市 第05820001314号

33 株式会社 日甲

千葉市中央区浜野町１０２５番地２１８外

千葉市 第05520114834号

川崎市川崎区扇島町５番７３外

川崎市 第05720004313号

ＪＦＥ環境 株式会社

100ｔ/日

洗浄

44.8ｔ/日

破砕・選別

32 株式会社 リフレックス

処理能力

破砕

24ｔ/日／25ｔ/日

溶融

120t/日

コンクリート固形化

240㎥/日

溶融

27ｔ/日

切断（4施設）
ＪＦＥ環境 株式会社
ケミカル工場（廃電池）

破砕（2施設）

横浜市鶴見区弁天町３丁目１番

蒸留
破砕（7施設）／(9施設)

34

横浜市 第05620004313号
ＪＦＥ環境 株式会社
蛍光灯リサイクル工場（廃蛍光灯）

ＪＦＥ環境 株式会社

千葉リサイクルセンター

横浜市鶴見区末広町２丁目１番８

36.7ｔ/日
14.4ｔ/日

洗浄・分解・回収

0.5ｔ/日

切断（2施設）

5.76ｔ/日

千葉市 第05540004313号

焼却（溶融）

日立市 第00821083650号

溶融

37 渡辺産業 株式会社

栃⽊県日光市町谷１７７３‐１ 外

栃⽊県 第00920064440号

コンクリート固形化

38 株式会社 シンシア 品川Ｒ・Ｃセンター

東京都品川区八潮 3-2-11

東京都 第13-20-003072号

溶融

40

中央環境開発株式会社
中央環境開発株式会社

愛川工場

41 相模土建 株式会社
42 株式会社 ＩＷＤ

横浜市金沢区鳥浜１２ー３９

横浜市 第05620105707号

神奈川県愛甲郡愛川町角田字⼩沢室久保960番

外3筆

破砕(混合)
圧縮梱包(混合)

ガス化‣スラグ化

153.6㎥/日
50t/日
2基 1,710ｔ/日
2基

破砕

神奈川県海老名市杉久保北５‐２９‐１

神奈川県 第01422001059号

機械選別・破砕

栃⽊県 第00920001059号
＜ JIS認定再生塩ビ管 ＞

認

240ｔ/日
236.4ｔ/日

神奈川県 第01422105707 選別・圧縮（製紙原料）
相模原市 第09820034142号

300ｔ/日

163ｔ/日

破砕

相模原市磯部１１４７
栃⽊県那須塩原市蟇沼下原１３‐７

7.29ｔ/日

選別

日立市宮田町字鍋婦３４４７番外４筆

東京都 第13-20-004823号

1.8ｔ/日／3.3ｔ/日

切断

千葉市中央区川崎町10番3の一部

東京都大田区城南島３ー２ー１５

4基 84.5t/日
2基 0.48ｔ/日

破砕（3施設）

36 ＪＸ金属環境 株式会社

39 高俊興業 株式会社

6基 70.1t/日

166ｔ/日
600ｔ/日
253.6ｔ/日、96ｔ/日

破砕

1,041.6ｔ/日

43 大水産業 株式会社

埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田３１８

44 有限会社 サンシン

神奈川県綾瀬市吉岡７１０‐２

45 中央電気工業 株式会社

茨城県鹿嶋市光４番地

46 ＪＦＥスチール 株式会社

川崎市川崎区扇島１‐１

（売却）

還元（製鉄原料）

―

47 株式会社 マルトモ

川崎市川崎区大川町５番９

川崎市 第05720056463号

圧縮（製鉄原料）

8ｔ/日

48 株式会社 デイ・シイ

川崎市川崎区浅野町２９３６番１ほか

川崎市 第05720020865号

焼却（セメント原料）

49 株式会社 トクヤマ

山口県周南市渚町４９００‐４

山口県 第03523038537号

焼却・焼成

50 東京鋪装工業 株式会社

神奈川県綾瀬市⼩園中原８５８番地３外１３筆

神奈川県 第01422029927号

住友大阪セメント 株式会社 高知工場

高知県須崎市押岡字中須賀２４２‐１外１９筆

高知県 第03920000557号

焼却(セメント原料化及び燃料化)

住友大阪セメント 株式会社 赤穂工場

兵庫県赤穂市折方字水尾１５１３番地他６筆

兵庫県 第02826000557号

焼却(セメント原料化及び燃料化)

52 株式会社 疋田建設

奈良県香芝市穴虫２６２４番１の一部

奈良県 第02926074893号

造粒固化

2基 2,880ｔ/日

53 有限会社 築館クリーンセンター

宮城県栗原市高清水中の沢 ２５番１

宮城県 第00426029589号

造粒固化

257.8ｔ/日

54 三池製錬 株式会社

福岡県大牟田市新開町２番地の１

55 JFE条鋼 株式会社

岡山県倉敷市水島川崎通１丁目５番２、５番の１の一部

51

定番号 第303001号
神奈川県 第01422081926号
茨城県 第00821010676号

大牟田市 第07820004869号

(裏面に続く）

倉敷市 第10020165583号

（破砕/造粒）

(再生）

堆肥化
減容固化(路盤材）

96ｔ/日
2基 355.3ｔ/日

3基 1,100ｔ/日
3,835t/日

破砕

溶鉱炉製錬
焼却（棒鋼・路盤材）

720ｔ/日
2基

3,690ｔ/日

燃料系 391ｔ/日
原料系 1,296ｔ/日

570ｔ/日
1,134ｔ/日

Tazumi
No.

会社名

所在地

許可番号

処分方法

56 グリーンリサイクル協同組合

静岡県静岡市葵区北沼上３８０番地

57 東邦亜鉛 株式会社

福島県いわき市⼩名浜字芳浜１０番 外

58 日本リサイクルセンター 株式会社

大阪府大阪市⻄淀川区中島２丁目９番１４１号

大阪市 第66-20-056039号 解体（樹脂・金属原料）

59 株式会社 京葉興業

東京都江東区新砂３‐１１‐７

東京都 第13-20-005618号

薬注固化

60 三重中央開発 株式会社

三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３

三重県 第02448004487号

混練造粒（覆土材）

61 旭商会 株式会社

相模原市緑区橋本台二丁目３２１０‐６

62

静岡市 第06221038612号
いわき市 第09420007220号

相模原市 第09820002378号

96㎥/日

再資源化

50ｔ/日
4.3ｔ/日
3基 1,860㎥/日
400ｔ/日

分離(トナー)

15ｔ/日

焼却(廃プラ)

270ｔ/日

太平洋セメント株式会社

熊谷工場

埼玉県熊谷市三ヶ尻字上ノ裏３１１０番外１０筆

太平洋セメント株式会社

埼玉工場

埼玉県日高市大字原宿字一本杉７１０番１外１３１筆

太平洋セメント株式会社

藤原工場

三重県いなべ市藤原町東禅寺1361番地の１

三重県 第02421007084号 焼却‣焼成(セメント原料)

太平洋セメント株式会社

大船渡工場

埼玉県 第01120007084号

処理能力

乾燥（覆土材）

焼却(廃プラ)

440ｔ/日
96ｔ、148.8ｔ/日

岩手県大船渡市赤崎町字跡浜21番6

岩手県 第00320007084号

焼却(セメント原料）

16,000ｔ/日

63 東海サンド 株式会社

静岡県御前崎市池新田字南川端８８３７番地１外

静岡県 第02221003444号

分級（セメント原料）

1,440ｔ/日

64 三友プラントサービス 株式会社

神奈川県相模原市宮下２‐３５７‐５外１筆

65 日本ダスト 株式会社

神奈川県川崎市川崎区⽩石町３番４４外

66 ツネイシカムテックス埼玉 株式会社
67 ツネイシカムテックス 株式会社

埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山２５０番地１

埼玉県 第01120113214号

6㎥/日

破砕

127.7ｔ/日

溶融

640㎏/日

圧縮・梱包

4.8ｔ/日

焼却（焼成）・造粒

288ｔ/日

福山市 第09140001356号

焼却・溶融

340ｔ/日

埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山字上田２５０番1外

埼玉県 第01120001356号

焼成・造粒

288ｔ/日

兵庫県姫路市広畑区富士町１番地

70 関⻄タイヤリサイクル株式会社

兵庫県姫路市広畑区富士町１番地

71 明星セメント株式会社

新潟県糸魚川上刈７‐１‐１
神奈川県厚⽊市上依知字⻤ヶ谷２９３５‐２外５筆ほか

72 大森産業株式会社

川崎市 第05720000920号

洗浄（金属水銀）

広島県福山市沼隈町大字常石１０８３番地

68 株式会社グリーンアローズ関東 追浜リサイクルセンター 神奈川県横須賀市夏島町１６番地６、１６番地７
69 新日本製鐵住金株式会社 広畑製鉄所

相模原市 第09820000728号

神奈川県厚⽊市上依知字⻤ヶ谷２９５４‐１外３筆

73 株式会社エスアール

神奈川県厚⽊市上依知字藤塚沖１２６０番外１筆

74 東京鐵鋼株式会社

⻘森県八⼾市大字河原⽊字浜名谷地７６番地４

75 神鋼産業株式会社

神奈川県伊勢原市下谷１２５７番地

横須賀市 第05820174909号
認定：平成15年第23号

破砕
原燃料・還元剤

兵庫県 第07021111454号

ガス化炉

新潟県 第1526035782号

焼却

神奈川県 第01422024463号
神奈川県 第01422000226号

破砕(再生砕石)
乾燥
選別・洗浄
選別

144ｔ/日
2基

20ｔ/時

ガス化焼却240ｔ/日
破砕846ｔ/日
144ｔ/日
800ｔ/日、1200ｔ/日
81.9㎥/日
3.2㎥/13㎥/2㎥/日
1.6ｔ/日

⻘森県 第00221144955号

焼却・溶融

60ｔ/日

神奈川県 第01423009887号

破砕、切断

破砕95.04ｔ/切断119.31ｔ

76 株式会社ビギン

千葉県成田市南⽻鳥５７０−８

千葉県 第01220150941号

コンクリート固形化

384ｔ/日

77 ジャパンクリーンテック株式会社

千葉県⽊更津市潮浜一丁目1番5

千葉県 第01220001025号

破砕（再生砕石）

800ｔ/日

78 株式会社 サントラス

千葉県市川市高谷2020番34

千葉県 第01220015092号

破砕（再生砕石）

480ｔ/日

東京都江⼾川区東葛⻄三丁目17番11号

東京都 第13-20-006048号

破砕（再生砕石）

800ｔ/日

川崎市川崎区塩浜三丁目24番65

川崎市 第05720006048号

破砕（再生砕石）

2,250ｔ/日

前田道路株式会社 東京破砕工場

79 前田道路株式会社 川崎合材工場

千葉市稲毛区六方町205番地

千葉市 第05520006048号

破砕（再生砕石）

320ｔ/日

80 鹿島道路株式会社 川崎アスコン

前田道路株式会社 千葉合材工場

川崎市川崎区水江町1番1

川崎市 第05720012616号

破砕（再生砕石）

3,249ｔ/日

81 太陽建設株式会社

千葉県市原市八幡海岸通1969番65、1969番7

千葉県 第01220013095号

破砕（再生砕石）

880ｔ/日

82 株式会社 八幡

栃⽊県宇都宮市平出工業団地45番地２

栃⽊県 第08420024673号

選別（再生砕石）

350㎥/日

破砕（再生砕石）

4,800ｔ/日

破砕（再生砕石）

6,000ｔ/日

83

大成ロテック株式会社 東京臨海リサイクルセンター

東京都江東区⻘海二丁目地先 中央防波堤内側埋立地

大成ロテック株式会社 城南島リサイクルセンター

東京都大田区城南島三丁目3番1号

東京都 第13-20-01900号

84 竹石産業株式会社

千葉県市川市本行徳2554番85、88

千葉県 第01220019627号

破砕（再生砕石）

1,440ｔ/日

85 株式会社 祥和コーポレーション

栃⽊県栃⽊市尻内町字萱落1655番地

栃⽊県 第00920110459号

破砕（再生砕石）

2,152ｔ/日
23.5ｔ/日

86 株式会社 ブライト

千葉県旭市三川字狢野14941-1

千葉県 第01220001856号

破砕、圧縮固化

87 株式会社 トクヤマ・チヨダジプサム 関東工場

千葉県袖ケ浦市南袖10番の一部

千葉県 第01220169608号

破砕（ボード原料）

三菱マテリアル株式会社 横瀬工場

埼玉県秩父市横瀬町大字横瀬2270番地外

埼玉県 第01120000779号

焼却（セメント原料）

495ｔ/日

三菱マテリアル株式会社 岩手工場

岩手県一関市東山町⻑坂字⽻根堀50番３

岩手県 第00320000779号

焼却（セメント原料）

184ｔ/日

89 株式会社 ナコード 埼玉事業所

埼玉県日高市大字南平沢下水久保1854番1の一部

埼玉県 第01120058127号

破砕（セメント原料）

480ｔ/日

90 株式会社 日美産業

千葉県鴨川市平塚字⻑谷2687番9の一部外

千葉県 第01220027587号

破砕（おが粉化）

32ｔ/日

91 株式会社 佐倉環境センター

千葉県佐倉市大作二丁目2番1号

千葉県 第01220031232号

破砕（燃料チップ化）

252ｔ/日

92 株式会社 グーン

横浜市金沢区鳥浜町17番地3

横浜市 第05620104110号

破砕（燃料チップ化）

338.4ｔ/日

93 市川燃料チップ株式会社

千葉県市川市高谷1301番1 外

94 ジャパンバイオエナジー株式会社
95 株式会社 三島チップ

88

96

焼成（セメント原料）

300ｔ/日
1,562ｔ/日

破砕‣圧縮‣溶融(ﾌﾗﾌ‣RPF)

144ｔ/日

千葉県 第01220038801号

破砕（燃料チップ化）

400ｔ/日

川崎市川崎区扇町31番2 外

川崎市 第05720156645号

破砕（燃料チップ化）

289ｔ/日

静岡県三島市塚原新田362番地の1

静岡県 第02221137284号

破砕（燃料チップ化）

⽊材開発株式会社 川崎工場

川崎市川崎区水江町1番50 外

川崎市 第05720003319号 破砕(燃料チップ‣ボード原料)

⽊材開発株式会社 市川工場

432ｔ/日
346.5ｔ/日

千葉県市川市本行徳2554番13

千葉県 第01220003319号 破砕(燃料チップ‣ボード原料)

360ｔ/日

97 東京ボード工業株式会社

東京都江東区新⽊場二丁目12番5号

東京都 第13-20-012468号 破砕(⽊質ボード原料）

488ｔ/日

98 東京臨海リサイクルパワー株式会社

東京都江東区⻘海三丁目地先

東京都 第13-20-129086号

焼却・溶融(スラグ化)

550ｔ/日

99 日鉄住金高炉セメント株式会社

北九州市⼩倉北区⻄港町16番17及び16番18

北九州市 第07620059935号

焼却（セメント原料）

96ｔ/日

焼成‣焼却(セメント原料)

600ｔ/日

宇部興産株式会社

宇部セメント工場

100 宇部興産株式会社 伊佐セメント工場

山口県宇部市大字⼩串1978番地の7

第03546002604号

焼成‣焼却(セメント原料)

700ｔ、1100ｔ/日

福岡県京都郡苅田町⻑浜町7番地

福岡県 第04020002604号

焼成,熱処理,焼成(セメント原料)

10,483ｔ/日

101 株式会社 苫⼩牧清掃社

北海道苫⼩牧市字勇払265番地30

北海道 第00120002965号

破砕‣圧縮(RPF)

168ｔ/日

102 株式会社 市川環境エンジニアリング

千葉県市川市加藤新田212番3、202番5

千葉県 第01220002661号

破砕‣選別‣造粒(RPF)

120ｔ/日

103 株式会社 エコ・マイニング

千葉県八千代市上高野1780番地1外

千葉県 第01220105013号

破砕‣溶融固化(RPF)

104 リファインバース株式会社

千葉県八千代市大和田新田字津金向672-4

千葉県 第01220128419号 切削加工(再生樹脂原料)

宇部興産株式会社

105

苅田セメント工場

株式会社 国分商会
株式会社 国分商会

山口県美祢市伊佐町伊佐4768番地

山口県

埼玉県熊谷市万吉字下田2643番地1 外
第二工場

埼玉県熊谷市万吉字夏目3714番地4 外

埼玉県 第01120002209号

破砕・切断
破砕

267ｔ/日
48.72ｔ/日
224.4ｔ/日
288ｔ/日

