最終処分（委託）リスト
コード
1
3
4
10
12
13
15
16
18-1
18-2
18-3
18-4
18-10
18-11
18-12
19
20
21
22
23-1
23-4
23-5
24-1
24-2
26
27

最終処分場 （名称・住所）

那須興産株式会社
許可番号

東京都中央防波堤埋立処分場
オリックス資源循環 株式会社
株式会社 エコ・マイニング
千葉県八千代市上高野1780

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丁目２番１１号

株式会社 ヤマゲン
茨城県つくば市片田字裏割東499

株式会社 エコテック
三重県南牟婁郡御浜町引作141-69

三立建設 株式会社
東京都北区浮間四丁目24番25号

J&T環境株式会社
東京都江東区青海3丁目地先

渡辺産業株式会社
栃木県日光市町谷１７７３－1 他

新井総合施設株式会社
千葉県君津市怒田字花立６４３番１

向洋産業株式会社
茨城県北茨城市関南町神岡下字金ヶ峰２７００ 他２筆

仙台環境開発株式会社
宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木４５７－１外１２筆

450トン/日

廃プラ、紙くず、木くず、金属、ｶﾞﾗｽ陶磁器、繊維くず

1220105013

破砕・ＲＰＦ化

190.3ｔ/日

廃プラ、紙くず

1320003072

焼却・溶融

焼却 142t/日
溶融 50t/日

廃プラ、紙くず、木くず、金属、ｶﾞﾗｽ陶磁器、繊維くず

0821061848

破砕・再生

160ｔ/日

木くず

2429077314

破砕・堆肥化

49.12ｔ/日

繊維くず（畳）

1320025147

再生

800ｔ/日

がれき

1320129086

焼却

550トン/日

廃プラ、紙くず、木くず、金属、ｶﾞﾗｽ陶磁器、繊維くず

00920064440

固形化

153.6㎥/日（燃え殻）

燃え殻 （㈱ｼﾝｼｱ横浜ＲＣセンターで処理したもの）

1230110159

管理型埋立

1,070,000㎥

燃え殻、汚泥、廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ
ゴムくず、金属ｸｽﾞ、ｶﾞﾗｽ陶磁器、鉱さい、がれき類、ばいじん

00831045993

管理型埋立

468,400㎥

燃え殻 （㈱ｼﾝｼｱ横浜ＲＣセンターで処理したもの）

05440052901

管理型埋立

2,114,576㎥

燃え殻 （㈱ｼﾝｼｱ横浜ＲＣセンター及び㈱クレハ環境で処理したもの）

管理型埋立

3804000㎥

燃え殻 （㈱ｼﾝｼｱ横浜ＲＣセンターで処理したもの）

造粒固化

２６７．８ｔ/日

燃え殻 （㈱ｼﾝｼｱ横浜ＲＣセンターで処理したもの）

管理型埋立

752608m3

燃え殻 （㈱ｼﾝｼｱ横浜ＲＣセンター及び㈱クレハ環境で処理したもの）

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

株式会社クリーンテック
福島県福島市飯坂町中野字赤落27番

有限会社 中村商店
東京都板橋区志村3-13-6

ガラスリソーシング㈱
千葉県銚子市春日町740-1

株式会社グーン
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町17-3

圧縮・切断

1320027862

圧縮

57.6ｔ/日

金属屑、缶

120065435

破砕・再生

400ｔ/日

ガラス類（㈱三裕を経由）

05620104110

破砕・圧縮

144ｔ/日

廃プラ（フラフ燃料）

管理型埋立

97132m3

燃え殻 （㈱クレハ環境で処理したもの）

管理型埋立

5100141m3

燃え殻 （㈱クレハ環境で処理したもの）

造粒固化

2880ｔ/日

燃え殻 （㈱ｼﾝｼｱ横浜ＲＣセンター及び㈱クレハ環境で処理したもの）

05920001648

焼却・溶融管理型埋立

120トン/日

廃プラ、紙くず、木くず、金属、ｶﾞﾗｽ・コンクリート・陶磁器、繊維くず

0621181963

焼却・破砕・圧縮

焼却4.92ｔ/日（8H)
破砕125.6ｔ/日（8H)

廃プラ、紙くず、木くず、金属、ｶﾞﾗｽ・コンクリート・陶磁器、繊維くず

00821002851

破砕

90t／日

廃プラ（㈱サニックスエナジー苫小牧発電所向けフラフ燃料）

01220002851

破砕

300t／日

廃プラ（㈱オネストで処理したもの）

クリーン開発株式会社
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

株式会社疋田建設
奈良県 香芝市 穴虫 2624番1及び葛城市加守1500

中越環境開発株式会社
株式会社 サニー・クリエーション・プランニング
福島県須賀川市桙衝薊字上新田35外13筆

株式会社サニックス ひたちなか工場
茨城県 ひたちなか市 山崎 ８８

株式会社サニックス 袖ヶ浦工場
千葉県 袖ケ浦市 南袖 9-3

圧縮 50ｔ/日

1320026956

愛知県瀬戸市余床町380番地

新潟県柏崎市大字東長鳥字泥亦甲1698番外11筆

金属､ｶﾞﾗｽ陶磁器くず、ゴムくず

破砕・溶融

新和企業有限会社

株式会社 関口商店

許可品目

1120110983

茨城県北茨城市磯原町大塚字松ノ木田１３９９番 外

東京都板橋区東坂下1-14-9

施設の処理能力

管理型埋立

東京都江東区青海3丁目地先

埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山313番地

処分方法

２０２０年 ３月 ５日 現在

切断 60ｔ/日

金属屑、缶

最終処分（委託）リスト
コード
28
29
29-1
29-2
30
31
32-1
32-2
32-3

最終処分場 （名称・住所）
㈱富士クリーン
香川県 綾歌郡綾川町 西分 字山ノ上乙754-1

東港金属株式会社
東京都大田区京浜島2-20-4

青木環境事業株式会社
新潟県新潟市北区島見町3268-15

株式会社クリーンパワー山形
山形県東村山郡中山町大字土橋字鬼ヶ沢1471-290他

丸源起業株式会社 ひかりエコステーション
千葉県山武郡横芝光町篠本根切22番1の一部

株式会社ＦＤＳ
福岡県嘉麻市熊ヶ畑字井出ノ本2077番1外9筆

㈱デイ・シイ （ＤＣ川崎工場）
神奈川県川崎市川崎区浅田町2936-1 ほか

㈱日甲 （浜野リサイクルセンター）
千葉県千葉市中央区浜野町1025-218

かながわ環境整備センター

那須興産株式会社

２０２０年 ３月 ５日 現在

許可番号

処分方法

施設の処理能力

許可品目

03745001067

管理型埋立

2200000m3

燃え殻、汚泥、廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ
ゴムくず、金属ｸｽﾞ、ｶﾞﾗｽ陶磁器、鉱さい、がれき類、ばいじん

1320018874

破砕・切断・圧縮梱包

破砕（合計）75t/日・
切断75.6t/日・
圧縮梱包1.071ｔ/日

廃プラ、紙くず、木くず、金属、ｶﾞﾗｽ・コンクリート・陶磁器、繊維くず

05920001648

焼却

焼却（廃プラ）33.6t/日

廃プラ

0621181963

焼却

焼却95.0ｔ 廃プラ46.0ｔ

廃プラ、紙くず、木くず、金属、ｶﾞﾗｽ・陶磁器、繊維くず

01220002626

固形燃料化

100t/日

廃プラ類、紙くず、木くず、繊維くず（㈱オネストで処理したもの）

04030102114

安定型埋立

1,393.646㎥

廃プラ、がれき類、ｶﾞﾗｽ及び陶磁器くず（㈱オネストで処理したもの）

05720020865

焼却

3,300ｔ／日

燃え殻 （アイテック株式会社で処理したもの）

05520114834

コンクリート固化

240㎥／日

燃え殻 （アイテック株式会社で処理したもの）

-

管理型埋立

544,000 ㎥

燃え殻 （アイテック株式会社で処理したもの）

その他の契約施設もありますが、過去3年間において実績のある施設のみ記載しています・

