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4 廃棄物処理施設一覧 

4.1 大阪府内の一般廃棄物処理施設 

※環境省 一般廃棄物処理実態調査結果(平成 30 年度調査結果)より 

（1） 焼却施設（溶融施設含む） 

 

（t/年度） (t/日)

27140 堺市
堺市クリーンセン

ター東工場第二工場
124,923

混合（未分別）ご
み, ごみ処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 460 2 1997

27140 堺市
堺市クリーンセン

ター東工場第一工場
4,013

混合（未分別）ご
み, ごみ処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 300 2 1977

27140 堺市
堺市クリーンセン

ター南工場
0 混合（未分別）ごみ 焼却

ストーカ式
（可動）

全連続運転 450 3 1973

27140 堺市
堺市クリーンセン

ター臨海工場
127,674

混合（未分別）ご
み, ごみ処理残渣,
し尿処理残渣

ガス化溶融・
改質

シャフト式 全連続運転 450 2 2013

27204 池田市
池田市クリーンセン

ター
28,315

可燃ごみ, ごみ処理
残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 180 3 1983

27205 吹田市
吹田市資源循環エネ

ルギーセンター
104,058

可燃ごみ, ごみ処理
残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 480 2 2009

27207 高槻市
高槻クリーンセン

ター第二工場
80,560

可燃ごみ, 粗大ご
み, ごみ処理残渣,
し尿処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 360 2 1995

27207 高槻市
高槻クリーンセン

ター第三工場
8,402

可燃ごみ, 粗大ご
み, ごみ処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 150 1 2018

27209 守口市
守口市クリーンセン

ター
34,713 可燃ごみ 焼却

ストーカ式
（可動）

全連続運転 142 1 1988

27210 枚方市
穂谷川清掃工場第3

プラント
37,294

可燃ごみ, ごみ処理
残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 200 1 1988

27210 枚方市 東部清掃工場 58,747
可燃ごみ, ごみ処理
残渣, し尿処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 240 2 2008

27211 茨木市
環境衛生センター第

1工場
38,456

混合（未分別）ご
み, 粗大ごみ, ごみ
処理残渣, し尿処理
残渣

ガス化溶融・
改質

シャフト式 全連続運転 150 1 1999

27211 茨木市
環境衛生センター第

2工場
67,106

混合（未分別）ご
み, 粗大ごみ, ごみ
処理残渣, し尿処理
残渣

ガス化溶融・
改質

シャフト式 全連続運転 300 2 1996

27215 寝屋川市
寝屋川市クリーンセ

ンター焼却施設
56,730

可燃ごみ, ごみ処理
残渣, し尿処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 200 2 2017

27220 箕面市
箕面市環境クリーン

センター
40,864

可燃ごみ, ごみ処理
残渣

焼却 流動床式 全連続運転 270 2 1992

27223 門真市
クリーンセンター4

号炉
18,019

可燃ごみ, ごみ処理
残渣, し尿処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 144 1 1989

27223 門真市
クリーンセンター5

号炉
22,074

可燃ごみ, ごみ処理
残渣, し尿処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 156 1 1996

27224 摂津市 環境センター3号炉 11,329 可燃ごみ 焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 90 1 1983

27224 摂津市 環境センター4号炉 14,955 可燃ごみ 焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 90 1 1993

27301 島本町 島本町清掃工場 6,704 可燃ごみ 焼却
ストーカ式
（可動）

バッチ運転 46 2 1991

27341 忠岡町
忠岡町クリーンセン

ター
4,860 可燃ごみ, 粗大ごみ 焼却 流動床式 全連続運転 30 1 1986

27361 熊取町 熊取町環境センター 11,351 可燃ごみ 焼却 流動床式 全連続運転 61.5 2 1992

27366 岬町 岬町美化センター 4,640
可燃ごみ, 粗大ご
み, し尿処理残渣

焼却 流動床式 全連続運転 50 1 1986

27827
豊中市伊丹市ク

リーンランド

豊中市伊丹市クリー

ンランドごみ焼却施

設

156,198
可燃ごみ, ごみ処理
残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 525 3 2016

使用

開始

年度

年間処理量
処理対象廃棄物施設名称

地方

公共

団体

コード

地方公共

団体名
処理方式 炉型式施設の種類

施設全体の

処理能力 炉数
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（t/年度） (t/日)

27828
泉北環境整備
施設組合

泉北クリーンセン
ター5号炉

0
可燃ごみ, ごみ処理
残渣, し尿処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 150 1 1991

27828
泉北環境整備施

設組合

泉北クリーンセン

ター1号炉
39,216

可燃ごみ, ごみ処理
残渣, し尿処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 150 1 2004

27828
泉北環境整備施

設組合

泉北クリーンセン

ター2号炉
41,494

可燃ごみ, ごみ処理
残渣, し尿処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 150 1 2004

27831
柏羽藤環境事業
組合

柏羽藤クリーンセン
ター

80,201 可燃ごみ, 粗大ごみ 焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 450 3 1992

27833
泉佐野市田尻町

清掃施設組合

泉佐野市田尻町清掃

施設組合第二事業所
49,289

可燃ごみ, 粗大ご
み, ごみ処理残渣,
し尿処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 240 3 1986

27834
東大阪都市清掃
施設組合

第四工場 80,851 混合（未分別）ごみ 焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 600 2 1981

27834
東大阪都市清掃

施設組合
第五工場 126,924

混合（未分別）ご
み, 粗大ごみ, ごみ
処理残渣, し尿処理
残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 400 2 2016

27835
四條畷市交野市

清掃施設組合
熱回収施設 31,701

可燃ごみ, 粗大ご
み, ごみ処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 125 2 2017

27836
岸和田市貝塚市

清掃施設組合

岸和田市貝塚市ク

リーンセンター
98,542 可燃ごみ, 粗大ごみ 焼却

ストーカ式
（可動）

全連続運転 531 3 2007

27837
南河内環境事業
組合

南河内環境事業組合
第1清掃工場

59,155
可燃ごみ, ごみ処理
残渣, し尿処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 300 2 1985

27837
南河内環境事業

組合

南河内環境事業組合

第2清掃工場
26,526

可燃ごみ, ごみ処理
残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 190 2 2000

27838
泉南清掃事務組
合

泉南清掃事務組合泉
南清掃工場

37,511
可燃ごみ, ごみ処理
残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 190 2 1986

27872
大阪市・八尾

市・松原市環境

施設組合

住之江工場 0 混合（未分別）ごみ 焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 600 2 1988

27872
大阪市・八尾

市・松原市環境

施設組合

鶴見工場 160,312 混合（未分別）ごみ 焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 600 2 1990

27872
大阪市・八尾

市・松原市環境

施設組合

西淀工場 152,341 混合（未分別）ごみ 焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 600 2 1995

27872
大阪市・八尾

市・松原市環境

施設組合

八尾工場 131,985 混合（未分別）ごみ 焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 600 2 1995

27872
大阪市・八尾

市・松原市環境

施設組合

舞洲工場 237,802
混合（未分別）ご
み, ごみ処理残渣

焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 900 2 2001

27872
大阪市・八尾

市・松原市環境

施設組合

平野工場 222,186 混合（未分別）ごみ 焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 900 2 2003

27872
大阪市・八尾

市・松原市環境

施設組合

東淀工場 125,592 混合（未分別）ごみ 焼却
ストーカ式
（可動）

全連続運転 400 2 2010

使用

開始
年度

年間処理量
処理対象廃棄物施設名称

地方

公共
団体

コード

地方公共
団体名

処理方式 炉型式施設の種類

施設全体の

処理能力 炉数
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（2） 粗大ごみ処理施設 

  

(t/年度) (t/日)

27140 堺市
堺市クリーンセンター東
工場第一破砕施設

9881.76 粗大ごみ 併用 100 1979 委託

27140 堺市
堺市クリーンセンター東
工場第二破砕施設

3196.15 粗大ごみ 併用 60 1997 委託

27140 堺市
堺市クリーンセンター臨
海工場破砕施設

5396 粗大ごみ 併用 16 2013 委託

27204 池田市 粗大ごみ不燃物処理施設 3054 粗大ごみ, 資源ごみ 併用 30 1989 直営

27205 吹田市 吹田市破砕選別工場 14369
粗大ごみ, 不燃ごみ,
その他, 資源ごみ

併用 85 1992 一部委託

27207 高槻市
高槻クリーンセンター第
三工場

422 粗大ごみ, 不燃ごみ 破砕 24 2018 直営
新設（建設中）,
新設（新規稼働）

27209 守口市
守口市クリーンセンター
破砕施設

2031 粗大ごみ, 不燃ごみ 併用 75 1972 委託

27210 枚方市
穂谷川清掃工場粗大ごみ
処理施設

0 粗大ごみ, 不燃ごみ 破砕 75 1980 直営 休止

27210 枚方市
東部清掃工場粗大ごみ破
砕処理施設

8407.06 粗大ごみ, 不燃ごみ 併用 39 2013 委託

27211 茨木市
環境衛生センター　粗大
ごみ処理施設

0 粗大ごみ 破砕 75 1980 委託

27215 寝屋川市
寝屋川市クリーンセン
ター破砕施設

6149 粗大ごみ, 不燃ごみ 破砕 82 1994 委託

27220 箕面市
箕面市環境クリーンセン
ター

7793 粗大ごみ, 不燃ごみ 破砕 28.5 1992 一部委託

27223 門真市 粗大ごみ処理施設 1470 粗大ごみ 破砕 30 1989 委託

27301 島本町 粗大ごみ処理施設 1246
粗大ごみ, 不燃ごみ,
資源ごみ

破砕 6 1991 委託

27341 忠岡町
忠岡町クリーンセンター
粗大ごみ破砕処理施設

361 粗大ごみ 破砕 5 2016 委託

27361 熊取町 熊取町環境センター 1395
粗大ごみ, 不燃ごみ,
資源ごみ

併用 16 1992 直営

27827
豊中市伊丹市クリー

ンランド

豊中市伊丹市クリーンラ
ンドリサイクルプラザ

9508
粗大ごみ, 不燃ごみ,
資源ごみ

併用 53 2012 委託

27828
泉北環境整備施
設組合

泉北クリーンセンター粗
大ごみ処理施設

4343.8 粗大ごみ, 不燃ごみ 破砕 40 2003 委託

27831
柏羽藤環境事業
組合

柏羽藤クリーンセンター 6166 粗大ごみ, 不燃ごみ 破砕 50 1992 直営

27833
泉佐野市田尻町
清掃施設組合

泉佐野市田尻町清掃施設
組合第二事業所

3212
粗大ごみ, 不燃ごみ,
資源ごみ

併用 50 1983 委託

27834
東大阪都市清掃
施設組合

第四工場破砕設備 0 粗大ごみ 破砕 5 1981 直営 休止

27834
東大阪都市清掃
施設組合

粗大ごみ処理施設 8860 粗大ごみ 併用 50 2016 直営

27835
四條畷市交野市
清掃施設組合

リサイクル施設(粗大系) 1543.96 粗大ごみ, 不燃ごみ 破砕 16 2017 委託

27836
岸和田市貝塚市
清掃施設組合

不燃性粗大ごみ回転式破
砕処理施設

908.2 粗大ごみ, 不燃ごみ 圧縮 22 2007 委託

27836
岸和田市貝塚市
清掃施設組合

可燃性粗大ごみせん断式
破砕処理施設

1525.43 粗大ごみ, 可燃ごみ 破砕 19 2007 委託

27837
南河内環境事業
組合

南河内環境事業組合第1清
掃工場

8986 粗大ごみ 併用 50 1986 一部委託

27837
南河内環境事業
組合

南河内環境事業組合第2清
掃工場

3476 粗大ごみ 併用 35 2000 一部委託

27838
泉南清掃事務組
合

泉南清掃事務組合　泉南
清掃工場

1337 粗大ごみ, 不燃ごみ 破砕 20 1986 委託

27872
大阪市・八尾市・松

原市環境施設組合
舞洲工場 10172 粗大ごみ 破砕 170 2001 直営

地方
公共

団体
コード

地方公共団体名 施設名称 年間処理量 処理対象廃棄物 施設の改廃処理方式 処理能力 使用開始年度 運転管理体制
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（3） し尿処理施設・汚泥再生処理センター 

 

  

(kl/年度) (kl/年度) (kL/日)

27202 岸和田市
天の川浄苑処理
場

16377 6096 一次処理 その他 228 1960 委託

27208 貝塚市
貝塚市衛生事業
所(し尿)

19412 14653 好気
脱水, 乾燥, 焼
却

158 1982 一部委託

27212 八尾市
八尾市立衛生処
理場

15786 15210 高負荷
脱水, 乾燥, 焼
却

275 1994 委託

27215 寝屋川市 寝屋川市緑風園 0 0 下水投入 脱水 150 1972 委託 休止

27216 河内長野市
河内長野市衛生
処理場

5977 3686 高負荷, 膜分離 脱水 36 2001 委託

27223 門真市 浄化センター 2173 6182 標脱 脱水 110 1992 委託

27228 泉南市
泉南市立双子川
浄苑

16718 7181
嫌気, 好二段,
一次処理

脱水 100 1980 委託

27230 交野市
交野市立乙辺浄
化センター

3067 2740 標脱 その他 65 1980 一部委託

27232 阪南市
はんなん浄化セ
ンターMIZUTAMA
館

9248 14976 高負荷, 膜分離 脱水 74 2006 委託

27321 豊能町 衛生センター 1036 217 高負荷 脱水, 焼却 7 1989 委託

27322 能勢町
能勢町し尿処理
施設

2834 3579 高負荷, 膜分離 脱水 21 2011 委託

27341 忠岡町
忠岡町し尿処理
場

0 0
好気, 焼却, 下
水投入

脱水, 乾燥, 焼
却

18 1969 委託 休止

27361 熊取町
熊取町立大原衛
生公苑

8958 5547 高負荷
脱水, 乾燥, 焼
却

70 1989 一部委託

27366 岬町
岬町美化セン
ターし尿処理施
設

6835 990 標脱 脱水 50 1984 直営

27828
泉北環境整備施
設組合

第1事業所 25564.11 14687.39 高負荷 脱水 200 1987 委託

27831
柏羽藤環境事業
組合

芝山衛生セン
ター

17193.4 30107.12
高負荷, 下水投
入

脱水 290 1982 直営

27833
泉佐野市田尻町
清掃施設組合

泉佐野市田尻町
清掃施設組合第
一事業所

40328 38841 好気 脱水 180 1979 委託

27837
南河内環境事業
組合

南河内環境事業
組合資源再生セ
ンター

9930 14655 高負荷, 膜分離 脱水 200 2001 一部委託

年間処理量

し尿 浄化槽汚泥
施設名称

地方

公共

団体

コード

地方公共団体名 施設の改廃
処理能力 使用開

始年度
運転管理体制

処理方式

汚水処理 汚泥処理
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4.2 近隣府県の産業廃棄物処理施設 

 

大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県と、この府県内の政令指定都市、中核市が許可した産

業廃棄物処理業者のうち、災害廃棄物の処理を行うことができる可能性のある木くず・廃プラスチッ

ク・がれきの焼却あるいは破砕の中間処理許可を持つ処理業者の施設を取りまとめた。 

なお、調査時期は次のとおりである。 

 

大阪府内 2019年 10月調べ 

兵庫県内 2019年 12月調べ 

京都府内 2020年 1月調べ 

奈良県内 2020年 1月調べ 

和歌山県内 2020年 1月調べ 
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（1） 大阪府内 

 

  

大阪府内　産業廃棄物処理業者リスト　（木くず・廃プラスチック・がれき/焼却・破砕を含む事業者）

No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

大阪府内　（大阪府内の政令市・中核市から許可を得ている処理業者を除く）

1 有限会社中筋建材
店

泉佐野市鶴原314
番5、320番1

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず､ガラスく
ず

破砕・選別 破砕9.7㎥/日(廃プラスチッ
ク類2.9t/ 日､ 木く ず4.8t/
日)、選別162㎥/日

2 株式会社アールエ
スケー

茨 木市 横江 二丁
目2016番3

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 8.9㎥/日（廃プラスチック類
3.1t/日、木くず4.9t/日）

3 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、金
属くず、ガラスくず

破砕 44㎥/日(廃プラスチック類
4.4t/日､木くず22.1t/日)

4 木くず 破砕 240t/日

5 廃プラスチック類、金属く
ず、ガラスくず

破砕 91.3㎥/日(廃プラスチック
類2.7t/日)

優良

6 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず

破砕 7.7㎥/日(廃プラスチック類
2.0t/日､木くず2.4t/日)

7 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず

破砕 16㎥/日(廃プラスチック類
2.8ｔ/日、木くず3.2t/日)

8 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず

破砕 8㎥/日(廃プラスチック類
2.0ｔ/日、木くず1.6t/日)

9 株式会社ダイニ工
業

岸和田市木材町8
番1

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 19.5㎥/日(廃プラスチック
類2.9t/日、木くず3.0t/日)

10 大阪都市開発株式
会社

吹 田市 東御 旅町
5139番3

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 169.0㎥/日（廃プラスチッ
ク 類 19.2t/ 日 、 木 く ず
51.0t/日）

11 株式会社今西商店 摂 津市 鳥飼 本町
二丁目16番

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず

破砕 8.0㎥/日（廃プラスチック類
2.8t/日、木くず4.4t/日）

12 有限会社前田造園 泉 南郡 熊取 町大
字野田235番 1の
一部

木くず 破砕 4.5t/日

13 廃プラスチック類 選別破砕 4.8t/日

14 紙くず、木くず、繊維くず、
ゴムくず、金属くず、ガラ
スくず

破砕 308㎥/日（木くず154t/日）

15 北本興産有限会社 大東市新田境町3
番2の一部

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 10.1㎥/日（廃プラスチック
類3.0t/日、木くず4.0t/日）

16 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

選別・破砕 破砕
13.8㎥/日（廃プラスチック
類4.8t/日、木くず7.5t/日）
選別
230.4㎥/日

17 がれき類（廃プラスチッ
ク、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくずに混入して処
分することが必要である
ものに限る。）

選別・破砕 破砕
4.0t/日
選別
230.4㎥/日

有限会社田中企画 交 野市 星田 北一
丁目323番、324番
1

株式会社山岡商店 門 真市 四宮 一丁
目25番

茨 木市 宮島 三丁
目1676番１、1676
番4、1679番1

有限会社マツケン

豊 能郡 能勢 町下
田115番1ほか10
筆の一部

関西興産株式会社

大 東市 御領 四丁
目10番4ほか4筆

株式会社ERC
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

大阪府内　（大阪府内の政令市・中核市から許可を得ている処理業者を除く）

18 株式会社梨本商店 富 田林 市中 野町
東一丁目27番3、
27番5

廃プラスチック類（廃OA
機器を除く。）、紙くず、木
くず（廃パレットを除く。）、
繊維くず、ゴムくず、金属
く ず （ 廃 OA 機 器 を 除
く。）、ガラスくず（廃OA機
器を除く。）

破砕 8.8㎥/日（廃プラスチック類
3.1t/日、木くず4.0t/日）

19 株式会社三高産業 松 原市 三宅 西四
丁目730番2ほか5
筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕・
選別

破砕
36.9㎥/日（廃プラスチック
類3.6ｔ/日、木くず4.0ｔ/日）
選別
416㎥/日

20 有限会社シャルム
ズ

羽曳野市駒ヶ谷2
番4の一部

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 8㎥/日(廃プラスチック類
2.8t/日､木くず4.4t/日)

21 株式会社カジノ 岸 和田 市港 緑町
109番の一部ほか
2筆

木くず 破砕 30t/日(20t/日､10t/日)

22 株式会社旭宝 岸和田市新港町8
番4の一部、8番5

廃 プラスチック 類、 木く
ず、金 属く ず（ 廃プラス
チック類については発泡
プラスチックを除く。）

破砕 7.6㎥/日(廃プラスチック類
2.6t/日、木くず4.1t/日、金
属くず8.5t/日)

23 泉州産業廃棄物処
理事業協同組合

岸和田市畑町１１
５３番１の一部、１
１５４番１

紙くず、木くず、繊維くず 焼却 4.8t/日(600kg/h)

24 木材開発株式会社 岸和田市木材町１
１番１３、１１番１８

紙くず、木くず、繊維くず 破砕 1,450 ㎥/日（木くず290t/
日）

優良

25 関西故金属株式会
社

交 野市 郡津 二丁
目1286番1の一部

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 9.7㎥/日(廃プラスチック類
0.97t/日､木くず4.8t/日)

26 株式会社前田造園 交 野市 青山 二丁
目2642番1ほか8
筆

木くず 破砕 212t/日

27 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕・選別 40㎥/日(廃プラスチック類
3.6t/日､木くず4.8t/日）

28 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

破砕 781㎥/日 (廃プラスチック
類 119.0t/ 日 ､ 木 く ず
120.1t/ 日 、 が れ き 類
139.5t/日）

29 株式会社フジタ 高 石市 高砂 三丁
目36番2

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕・
選別

破砕
21.7㎥/日(廃プラスチック
類 4.0t/ 日 ､ 木 く ず 4.8t/
日）､選別
120㎥/日

優良

30 株式会社米田商店 高 石市 高砂 三丁
目64番1、64番2

廃 プラスチック 類、 木く
ず、繊維くず、ガラスくず

破砕 120.4㎥/日（廃プラスチッ
ク類4.8t/ 日、木くず4.7t/
日）

31 株式会社樋口商店 四 條畷 市砂 四丁
目556番1ほか8筆

紙くず、木くず、繊維くず、
ゴムくず、金属くず、ガラ
スくず、がれき類

選別破砕 1536㎥/日（木くず215 ｔ/
日、がれき類2304ｔ/日）

32 株式会社川村工務
店

四 條畷 市中 野本
町636番1、636番2

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず

破砕 12.8㎥/日（廃プラスチック
類4.5t/日､木くず4.2t/日）

高 石市 高砂 三丁
目75番

株式会社ワーク
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

大阪府内　（大阪府内の政令市・中核市から許可を得ている処理業者を除く）

33 辰巳環境開発株式
会社

守 口市 東郷 通一
丁目19

廃プラスチック類(廃蛍光
ランプを除く。 )、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず(廃蛍光ラン
プを除く。)、ガラスくず(廃
蛍光ランプを除く。廃石膏
ボードを除く。)

破砕・選別 破砕47.1 ㎥/日（廃プラス
チック類4.7ｔ/日、木くず4.2
ｔ/日）、選別474㎥/日

34 株式会社クリーンク
ニナカ

松 原市 三宅 中七
丁目1202番7ほか
2筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 13.5㎥/日(廃プラスチック
類3.4t/日､木くず4.2t/日)

35 株式会社エムテック 松 原市 三宅 中七
丁目1239番

廃プラスチック類､紙くず､
木くず、繊維くず

破砕・減容
固化

破砕
23㎥/日（廃プラスチック類
4.6ｔ/日、木くず4.8ｔ/日）

36 山上紙業株式会社 松 原市 三宅 東四
丁目1450番1ほか
3筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕・圧縮 43㎥/日(廃プラスチック類
4.3t/日､木くず21.5t/日)

優良

37 麻野展裕 松原市松ヶ丘３丁
目８５６番１の一部

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 45.0㎥/日(廃プラスチック
類4.5t/日､木くず22.5t/日)

38 大阪クリーンテック
株式会社

摂 津市 安威 川南
町1097番2ほか3
筆の一部

廃酸、廃アルカリ、 紙く
ず、木くず、繊維くず、動
植物性残さ

焼却 80t/日

39 紙くず、木くず、繊維くず、
ゴムくず、金属くず、ガラ
スくず

破砕 13.8㎥/日(木くず7.6t/日) 優良

40 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 13.6㎥/日(廃プラスチック
類4.8ｔ/日、木くず7.5t/日)

41 北大阪清掃株式会
社

摂 津市 学園 町一
丁目19番ほか2筆

ガラスくず､がれき類（上
記７品目の産業廃棄物
に混入して処分すること
が必要であるもの に限
る。）

破砕 4.8t/日

42 株式会社摂津産業 摂 津市 鳥飼 八町
二丁目567番ほか
3筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 12.3㎥/日(廃プラスチック
類3.4t/日､木くず4.2t/日)

43 株式会社マルサン 摂 津市 東別 府三
丁目726番1 ほか
19筆の一部

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

選別・破砕 32.0㎥/日(廃プラスチック
類4t/日､木くず16t/日)

44 泉 佐野 市日 根野
2983番1の一部、
2984番1の一部

廃プラスチック類、金属く
ず､ガラスくず（いずれも
廃蛍光ランプに係るもの
に限る。）

破砕 4.3t/ 日(廃プラスチック類
0.215t/日)

45 泉 佐野 市日 根野
3651番1ほか21筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、ガラスくず（廃石
膏ボードに限る。）

破砕 10.56㎥/日(廃プラスチック
類2.55t/ 日､木く ず3.92t/
日)

優良

46 奥田建材株式会社 泉 南郡 田尻 町大
字嘉祥寺1163番1
の一部

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず

破砕 9.6㎥/日(廃プラスチック類
3.8t/日､木くず4.5t/日)

47 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、金属くず、ガ
ラスくず

破砕 8.8㎥/日(廃プラスチック類
3.0t/日、木くず4.8t/日)

48 廃プラスチック類、金属く
ず、ガラスくず（廃電気機
器類に限る。）

破砕 2.8t/ 日(廃プラスチック類
1.1t/日)

49 廃プラスチック類、金属く
ず、ガラスくず（廃蛍光ラ
ンプに限る。）

破砕 2.4t/ 日(廃プラスチック類
0.025t/日)

摂 津市 学園 町一
丁目19番ほか2筆

北大阪清掃株式会
社

株式会社丸六

泉 北郡 忠岡 町高
月南三丁目1番4
ほか9筆の一部

中辻産業株式会社
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

大阪府内　（大阪府内の政令市・中核市から許可を得ている処理業者を除く）

50 関西商事株式会社 泉 北郡 忠岡 町新
浜二丁目11番4、
11番5

木くず 破砕 220t/日

51 紙くず、木くず、繊維くず 焼却 3.5t/日(440kg/h)

52 廃プラスチック類､紙くず､
木くず､繊維くず

破砕 8.0㎥/日（廃プラスチック類
1.6t/日､木くず4.0t/日）

53 株式会社都市樹木
再生センター

大 東市 大字 龍間
1195番地ほか4筆

木くず 破砕 240t/日

54 株式会社木下組 大 東市 大字 龍間
947番、948番の一
部

木くず 焼却 4.8t/日(600kg/h)

55 木くず（チップ化できるも
のに限る。）

破砕 36.5t/日

56 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず､ガラスく
ず

破砕 7.5㎥/日(廃プラスチック類
2.0t/日､木くず3.0t/日)

57 飯田建設工業株式
会社

大 東市 平野 屋二
丁目397番1ほか2
筆

木くず（チップ化できるも
のに限る。）、紙くず（木く
ずに付着しているものに
限る。）、繊維くず（木くず
に付着しているものに限
る。）

破砕 27.8㎥/日(木くず15.3t/日)

58 株式会社一城 池 田市 豊島 南一
丁目353番1、354
番2

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 12.1㎥/日(廃プラスチック
類3.4t/日､木くず4.5t/日)

59 有限会社大武開発 南 河内 郡河 南町
大字寺田208 番4
ほか2筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、ガラスくず

破砕 14.2㎥/日(廃プラスチック
類4.7t/日､木くず4.1t/日）

60 株式会社福樹園 南 河内 郡千 早赤
阪村大字森屋662
番1

木くず 破砕 77t/日

61 株式会社イケダコー
ポレーション

柏 原市 国分 市場
一 丁 目3259 番の
一部ほか2筆

木くず 破砕 4.6t/日

62 株式会社聖の剛 柏 原市 国分 東条
町4000番1ほか2
筆の一部

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 12.3㎥/日(廃プラスチック
類3.4t/日､木くず4.2t/日)

優良

63 有限会社ピージー
エム

富 田林 市大 字喜
志2438番2の一部

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ガ
ラスくず（廃石膏ボード又
は廃グラスウ ール に限
る。）

破砕 12.8㎥/日(廃プラスチック
類4.5t/日､木くず4.2t/日）

64 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 9.0㎥/日(廃プラスチック類
3.1t/日､木くず4.9t/日)

65 がれき類（上記７品目の
産業廃棄物に混入して処
分することが必要である
ものに限る。）

破砕 4.1t/日

66 紙くず、木くず、繊維くず 焼却 190kg/h(1.5t/日)

67 廃 プラスチック 類、 木く
ず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず

破砕 13.8㎥/日(廃プラスチック
類4.8t/日、木くず6.9t/日)

68 木くず、ゴムくず、金属く
ず、ガラスくず

破砕 141㎥/日(木くず70.5t/日)

株式会社植田建設

門 真市 島頭 三丁
目565番1ほか2筆

美馬建設株式会社

門 真市 四宮 六丁
目271番

松園建設株式会社

大 東市 平野 屋二
丁目397番1ほか2
筆

飯田建設工業株式
会社

大 東市 大字 龍間
1075番の一部
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

大阪府内　（大阪府内の政令市・中核市から許可を得ている処理業者を除く）

69 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

選別破砕 394t/日(廃プラスチック類
55t/日､木くず319t/日､が
れき類394t/日)

70 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず

破砕 115.4t/日（廃プラスチック
類46.2t/日､木くず115.4t/
日)

71 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、ガラスくず

破砕 75t/ 日 (廃プラスチック類
20t/日､木くず75t/日)

72 廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず

破砕 223.7t/ 日 (廃プラスチック
類63+22.6+45t/日､木くず
74+37.7+112t/日)

73 株式会社クリーンス
テージ

和 泉 市 テ ク ノ ス
テージ二丁目3番
10号、3番12号

燃え殻､汚泥､ 廃油 ､廃
酸､廃アルカリ､廃プラス
チック類､紙くず､木くず､
繊維くず､動植物性残さ､
ゴムくず､金属くず､ガラス
くず､鉱さい、がれき類､
ばいじん､処分するため
に処理したもの（令第２
条第１３号廃棄物）

焼却・溶融
（ ガス 化改
質・溶融方
式）

95t/日（汚泥54t/日､廃油
32t/ 日､廃プラスチック類
33t/日、石綿含有産業廃
棄物28ｔ/日）

74 株式会社飯田商店 和 泉 市 上 代 町
1246番1ほか5筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 20.4㎥/日(廃プラスチック
類4.1t/日､木くず4.1t/日)

75 ジャパン環境サービ
ス株式会社

和 泉市 東阪 本町
55番・56番合併1
ほか2筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、ガラスくず（廃石
膏ボードに限る。）

破砕 9.6㎥/日(廃プラスチック類
3.4t/日､木くず4.8t/日)

大阪市内

1 有限 会社 アル ファ
フォルム

大 阪市 住之 江区
南港南1-1-175

廃プラスチック類・紙くず・
木くず繊維くず・ゴムくず・
金属くず・ガラスくず・が
れき類

破砕・切断 575㎥/日

2 栄伸開発株式会社 大 阪市 大正 区泉
尾6-4-5

廃プラスチック類・紙くず・
木くず繊維くず・ゴムくず・
金属くず・ガラスくず・が
れき類

破砕・切断 56㎥/日

3 栄伸開発株式会社 大 阪市 大正 区泉
尾6-4-5

廃プラスチック類・紙くず・
木くず繊維くず・ゴムくず・
金属くず・ガラスくず・が
れき類

破砕・切断 61.7㎥/日

4 株式会社エイチ・ワ
イ・エス

大 阪市 平野 区加
美北2-2-13

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず

破砕・切断 160㎥/日

5 SBS三愛 ロジ 関西
株式会社

大阪市港区福崎2
‐1‐49

廃プラスチック類・金属く
ず・ガラスくず

破砕 49.7ｔ/日 廃電気機器に
限る

6 株式会社エムテック 大 阪市 平野 区瓜
破南1-4-53

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 12.3㎥/日

7 大林道路株式会社 東 京都 千代 田区
神田猿楽町2-8-8

ガラスくず・がれき類 破砕 600t/日

8 株式会社オグラ 大 阪市 西淀 川区
中島2-8-4

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 8.6㎥/日

9 小倉商事株式会社 大 阪市 西淀 川区
大和田1-2-7

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 6.4㎥/日

和 泉 市 テ ク ノ ス
テージ二丁目3番
11

大栄環境株式会社
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

大阪市内

10 株式会社河東商会 大 阪市 西淀 川区
中島2-10-63

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 32㎥/日

11 株式会社川崎環境
開発興業

大 阪市 西淀 川区
中島2-8-7

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 174㎥/日

12 木くず 破砕 ①79t/日
②26t/日
③2.4t/日

13 廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず

破砕・切断 3.96㎥/日

14 有限会社共和開発 大 阪市 住之 江区
新北島6-2-1

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 32㎥/日

15 近畿総合マテリアル
株式会社

大 阪市 住之 江区
新北島6-2-1

廃プラスチック類・紙くず
木くず・繊維くず・ガラスく
ず

破砕 31.1㎥/日

16 有限会社K・R・C 大 阪市 住之 江区
柴谷2-11-9

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 13㎥/日

17 功成建設株式会社 大 阪市 此花 区常
吉2-3-3

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず

破砕・切断 8.7㎥/日

廃プラスチック類（廃ペッ
トボトルに限る）

破砕 0.8t/日

金属くず（廃蛍光管又は
廃水銀灯に限る）・ガラス
くず（廃蛍光管又は廃水
銀灯に限る）

破砕 3.1ｔ/日

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 11.3㎥/日

19 株式会社さつき 大 阪市 大正 区鶴
町4-12-27

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず

破砕 8.5㎥/日

20 サニーメタル株式会
社

大 阪市 此花 区常
吉1-1-13

廃プラスチック類・木くず・
金属くず・ガラスくず

破砕・選別 373t/日

21 有限会社三協衛生 大 阪市 住之 江区
柴谷2-5-78

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 18㎥/日

22 株 式 会 社 ジ ェ イ・
ポート

大 阪市 此花 区梅
町2-3-55

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕 4.7t/日

23 敷島金属株式会社 大 阪市 西淀 川区
中島2-13-90

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 7.1㎥/日

24 株式会社シプレコー
ポレーション

大 阪市 西淀 川区
御幣島6-13-59

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 17.2㎥/日

大 阪市 住之 江区
北加賀屋3-1-58

関西チップ工業株式
会社

合同衛生株式会社 大 阪市 西成 区北
津守3-11-21

18
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大阪市内

25 株式会社嶋袋商店 大 阪市 西淀 川区
中島2-8-5

廃プラスチック類・木くず・
ゴムくず・金属くず・ガラス
くず・鉱さい・がれき類

破砕 640t/日

廃プラスチック類（廃ﾍﾟｯﾄ
ﾎﾞﾄﾙに限る）

破砕 2.45t/日

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず

破砕･切断 4.3㎥/日

27 新虎興産株式会社 大 阪市 大正 区三
軒家東3-8-28

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず

破砕・切断 8.8㎥/日

28 株式会社スカット 大 阪市 大正 区鶴
町1-11-13

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・金属くず・ガラスく
ず

破砕 4.4ｔ/日

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 32㎥/日

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 1,300㎥/日

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず

焼却 95ｔ/日

30 株式会社ダイカン 大 阪市 鶴見 区焼
野3-2-79

汚泥・廃油・廃酸・廃アル
カリ・廃プラスチック類・紙
くず・木くず・繊維くず・動
植物性残さ・動物系固形
不要物・ゴムくず・金属く
ず・ガラスくず・がれき類
（汚泥・廃油・廃酸・廃ア
ルカリが付着したものに
限る）

焼却 240t/日

31 株式会社大惠 大 阪市 西成 区津
守3-8-80

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

選別・破砕 1,200㎥/日（230ｔ/日） 選別能力1,200
㎥ / 日 の 内 破
砕能力230ｔ/日

32 株式会社大建工業
所

大 阪市 西淀 川区
中島2-13-8

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 100㎥/日

33 有限会社タイセイ開
発

大 阪市 大正 区小
林西1-18-25

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・金属く
ず・ガラスくず

破砕・切断 8㎥/日

大 阪市 東成 区大
今里西1-19-38

汚泥・廃油・廃酸・廃アル
カリ・廃プラスチック類・紙
くず・木くず・繊維くず・動
植物性残さ・ゴムくず

焼却 12.8t/日

大 阪市 住之 江区
北加賀屋5-5-61

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 50㎥/日

大 阪市 西淀 川区
中島2-12-49

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
鉱さい・がれき類

破砕・切断 1,500t/日

大 阪市 平野 区瓜
破南2-3-14

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 15.5㎥/日

36 株式会社田中浚渫
工業

大 阪市 西淀 川区
大野3-7-144

木くず 破砕 95ｔ/日

37 株式会社トーナイ 大 阪市 此花 区梅
町2-6-6

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず

破砕・切断 9.4㎥/日

大 阪市 大正 区南
恩加島5-8-61

成和興業株式会社 大 阪市 大正 区泉
尾7-1-30

大東衛生株式会社

株式会社大松土建

26 有限会社新垣商店

35

34

29
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大阪市内

38 株式会社富里金属 大 阪市 大正 区南
恩加島5-7-2

廃プラスチック類・木くず・
金属くず・ガラスくず

破砕 4.9t/日

39 株式会社南海興業 大 阪市 西淀 川区
中島2-10-43

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 45㎥/日

40 株式会社ナンセイ 大 阪市 大正 区南
恩加島4-4-46

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・金属く
ず・ガラスくず

破砕・切断 14.1㎥/日

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず･
がれき類

破砕・切断 77㎥/日

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず

焼却 46.2t/日

42 株式会社野口組 大 阪市 住之 江区
柴谷2-5

廃プラスチック類・木くず
ゴムくず・金属くず・ガラス
くず・がれき類

破砕 240t/日

43 株式会社ハーモニッ
クス

大 阪市 此花 区梅
町2-2-13

廃プラスチック類・木くず
ゴムくず・金属くず・ガラス
くず・がれき類

破砕選別 614.4t/日

44 早来工営株式会社 大 阪市 西成 区津
守3-8-6

燃え殻・汚泥・廃油・廃
酸・廃アルカリ紙くず・木く
ず・繊維くず・動植物性残
さ・ゴムくず・金属くず・ガ
ラスくず・鉱さい・ばいじん

焼却 ①60t/日
②67.2t/日

① に つい ては
燃え殻・汚泥・
紙くず・木くず・
繊維くず・動植
物性残さゴムく
ず・金属くず・ガ
ラス く ず・ 鉱さ
い・ばいじんの
焼却能力
② に つい ては
廃油・廃酸・廃
アルカリの焼却
能力

大 阪市 住之 江区
平林北2-8-23

木くず 破砕 ①132t/日
②79t/日

①については、
シュレッダー②
に つ い て は 、
チッパー

大 阪市 住之 江区
平林北2-9-134

木くず 破砕 160t/日

廃プラスチック類・紙くず・
木くず繊維くず・ゴムくず・
金属くずガラスくず・がれ
き類

破砕・切断 523㎥/日

選別 715㎥/日
47 船津商事株式会社 大 阪市 住之 江区

平林北2-7-42
廃プラスチック類・紙くず・
木くず繊維くず・ゴムくず・
金属くず

破砕・切断 4.1㎥/日

廃プラスチック類･木くず・
金属くず・ガラスくず

破砕 9.6t/日

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・金属く
ず・ガラスくず・がれき類

破砕・切断 4.4t/日

49 株式会社ミヤギ 大 阪市 大正 区鶴
町5-5-4

廃プラスチック類・紙くず・
木くず
繊維くず・ゴムくず・金属く
ず
ガラスくず

破砕・切断 7.9㎥/日

50 宮本昌和（宮 本環
境処理センター）

大 阪市 平野 区加
美北2-3-20

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 80㎥/日

株式会社日本リサ
イクル

大 阪市 大正 区三
軒家東3-7-21

阪南産業株式会社

大 阪市 西淀 川区
中島2-9-36

ミナミ金属株式会社 大 阪市 西淀 川区
中島2-12-45

株式会社
HIRAYAMA

46

45

41

48
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大阪市内

51 株式会社ムトウ 大 阪市 此花 区常
吉2-11-11

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず

破砕・切断 11.3㎥/日

52 木材開発株式会社 大 阪市 住之 江区
新北島3-6-45

紙くず・木くず 破砕 360t/日

53 山田衛生株式会社 大 阪市 西成 区萩
之茶屋3-2-10

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず

破砕・切断 13.6㎥/日

54 株式会社ヨコタ商店 大 阪市 大正 区南
恩加島5-7-105

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず

破砕・切断 12.3㎥/日

55 株式会社吉本商店 大 阪市 西淀 川区
中島2-13-65

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・切断 45㎥/日

大 阪市 西淀 川区
中島2-12-63

廃プラスチック類・木くず・
ゴムくず・金属くず・ガラス
くず・鉱さい・がれき類

破砕 900t/日

破砕・切断 4.8ｔ/日
破砕 10㎥/日

57 株 式 会 社 ワ ー ク・
トゥーワン

大 阪市 西成 区南
津守5-4-56

廃プラスチック類・木くず・
ゴムくず・金属くず・ガラス
くず・鉱さい・がれき類

破砕・切断 26.7㎥/日

堺市内

1 日本ノボパン 工業
㈱

堺 市堺 区築 港南
町4番地の2の一
部

木くず 破砕・焼却 木 材 処 理 施 設 ・ 破 砕 機
30t/h
木材処理施設・異物除去
機
6t/h
焼却炉
221t/日

2 ㈱大林 堺 市 西 区 草 部
1204番1他

廃プラ・ゴムくず・金属く
ず・コンクリート類・がれ
き類・紙くず・木くず・繊維
くず

破砕・焼却

燃え殻・汚泥・廃油・廃
酸・廃アルカリ・廃プラス
チック類・ゴムくず・金属く
ず・コンクリート類・紙く
ず・木くず・繊維くず・動植
物性残さ・動物系固形不
要物

焼却

廃プラスチック類・ゴムく
ず・金属くず・コンクリート
類・がれき類・紙くず・木く
ず・繊維くず

破砕・選別 56.8t/日
前処理50.4t/日

汚泥・廃油・廃酸・廃アル
カリ・廃プラスチック類・ゴ
ムくず・金属くず・コンク
リート類・紙くず・木くず・
繊維くず・動植物性残さ・
動物系固形不要物

焼却 年間焼却量
56,220t/年

廃プラスチック類・ゴムく
ず・金属くず・コンクリート
類・がれき類・紙くず・木く
ず・繊維くず

選別

紙くず・木くず 焼却
廃プラスチック類・ゴムく
ず・金属くず・コンクリート
類・がれき類・紙くず・木く
ず・繊維くず

破砕・選別

廃プラスチック類・木くず 破砕
6 ㈱エコフレンドリー 堺市南区小代460

番他
廃プラスチック類・ゴムく
ず・金属くず・コンクリート
類・木くず

破砕

株式会社リサイクル
松栄

大 阪市 西淀 川区
中島2-2-33、58

廃プラスチック類・紙くず・
木くず

堺 市西 区築 港新
町4丁2番7号他

㈱DINS堺5

㈱ＧＥ 堺 市西 区築 港新
町1丁5番38他

3

堺 市西 区築 港新
町3丁31他

㈱ダイカン4

56
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

堺市内

7 ジャパンクリーンシ
ステム㈱

堺市南区高尾3丁
3270 番 及 び 3252
番

廃プラスチック類・ゴムく
ず・紙くず・木くず・繊維く
ず

破砕

8 ㈱国中環境開発 堺 市北 区中 村町
32番1

廃プラスチック類・ゴムく
ず・金属くず・コンクリート
類・がれき類・紙くず・木く
ず・繊維くず

破砕 4.8t/日(廃プラスチック類)
36.0t/日(木くず)
62.4t/日(がれき類)

9 植松建設㈱ 堺 市美 原区 平尾
310番4

廃プラスチック類・ゴムく
ず・コンクリート類・紙く
ず・木くず・繊維くず

破砕

10 ㈱関西環境 堺 市美 原区 木材
通4丁目668番224

廃プラスチック類・ゴムく
ず・金属くず・コンクリート
類・紙くず・木くず・繊維く
ず

破砕

11 ㈲松川組 堺 市美 原区 木材
通1丁目668番325
の一部他

廃プラスチック類・ゴムく
ず・金属くず・コンクリート
類・紙くず・木くず・繊維く
ず

破砕

豊中市内

1 米田産業株式会社 豊 中市 上津 島二
丁目12番17号

紙くず・木くず・金属くず・
ガラスくず

破砕 96.8㎥/日（木くず4.8t/日） 優良

豊 中市 走井 三丁
目108番1ほか2筆

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

選別・破砕 選別
279.2㎥/日
破砕
25.6㎥/日（廃プラスチック
類4.4ｔ/日、木くず4.2ｔ/日、
がれき類4.6ｔ/日）

豊 中市 原田 南一
丁目59番1

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕 破砕
13.3㎥/日（廃プラスチック
類3.0ｔ/日、木くず3.3ｔ/日、
がれき類4.9ｔ/日）

高槻市内

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・ガラスくず

破砕 4.7t/日(廃プラスチック類)
2.2t/日(紙くず)
7.4t/日(木くず)
1.6t/日(繊維くず)
7.0t/日(ゴムくず)
9.4t/日(ガラスくず)

紙くず・木くず・繊維くず 焼却 12t/日
2 （株）柴山鋼業 高槻市唐崎中4丁

目780番3、781番
3、783番3の3筆

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず

破砕 4.7t/日(廃プラスチック類)
2.2t/日(紙くず)
7.4t/日(木くず)
1.6t/日(繊維くず)
7.0t/日(ゴムくず)
15t/日(金属くず)
9.4t/日(ガラスくず)

3 （株）スエヨシ建材 高槻市西面南4丁
目1060番1、1061
番1の2筆

廃プラスチック類・木くず・
金属くず・ガラスくず

破砕 3.4t/日(廃プラスチック類)
4.2t/日(木くず)
7.0t/日(金属くず)
14t/日(ガラスくず)

紙くず・木くず・繊維くず 焼却 12t/日
廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムくず

破砕 4.1t/日(廃プラスチック類)
12t/日(紙くず)
20t/日(木くず)
4.9t/日(繊維くず)
21t/日(ゴムくず)

5 （有）徳山産業 高 槻市 北大 樋町
291番1

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず

破砕 3.2t/日(廃プラスチック類)
3.0t/日(紙くず)
4.8t/日(木くず)
1.2t/日(繊維くず)
5.5t/日(ゴムくず)
7.0t/日(金属くず)
10t/日(ガラスくず)

都市クリエイト株式
会社

2

岩産業（株） 高槻市東天川4丁
目699番1、699番
6、701番
5丁目715番2

（株）多岐産業 高槻市前島5丁目
305番1外7筆の一
部

4

1
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

高槻市内

6 日和興産（株） 高槻市唐崎北3丁
目282番1外2筆

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず

破砕 3.1t/日(廃プラスチック類)
1.6t/日(紙くず)
4.6t/日(木くず)
1.1t/日(繊維くず)
5.2t/日(ゴムくず)
6.8t/日(金属くず)
7.0t/日(ガラスくず)

7 阪神金属興業（株） 高槻市玉川1丁目
10番1

廃プラスチック類・木くず・
ゴムくず・金属くず

破砕 3.8t/日(廃プラスチック類)
3.4t/日(木くず)
4.4t/日(ゴムくず)
4.8t/日(金属くず)

東大阪市内

1 有限会社今里開発 東大阪市本庄西1
丁目76番3他4筆

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕 4.6t/日(廃プラスチック類)
2.8t/日(紙くず)
5.2t/日(木くず)
1.5t/日(繊維くず)
3.9t/日(ゴムくず)
14.2t/日(金属くず)
10.3t/日(ガラスくず)
54.5t/日(がれき類)

2 株式会社大工園興
産

東 大阪 市西 石切
町6丁目540番1

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕

3 株式会社コスモ 東大阪市加納4丁
目14番7、13

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕 4.7t/日(廃プラスチック類)
3.1t/日(紙くず)
4.7t/日(木くず)
3.1t/日(繊維くず)
4.6t/日(ゴムくず)
3.5t/日(金属くず)
4.1t/日(ガラスくず)
3.7t/日(がれき類)

4 株式会社布施興業 東 大阪 市高 井田
西2丁目8番2、9番
7

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕

5 関西興業株式会社 東 大阪 市高 井田
本通3丁目3番4

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕 4.5t/日(廃プラスチック類)
5.5t/日(紙くず)
5.5t/日(木くず)
5.5t/日(繊維くず)
5.4t/日(ゴムくず)
5.2t/日(金属くず)
5.2t/日(ガラスくず)
5.5t/日(がれき類)

6 三洋商事株式会社 東大阪市菱江2丁
目4番2他4筆

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕 4.8t/日(廃プラスチック類)
1.4t/日(紙くず)
2.8t/日(木くず)
21.7t/日(金属くず)
9.6t/日(ガラスくず)
4.8t/日(がれき類)

7 株式会社エイシン 東 大阪 市稲 田新
町3丁目552番1

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず

破砕 3.17t/日(廃プラスチック類)
2.91t/日(紙くず)
4.63t/日(木くず)
1.17t/日(繊維くず)
5.39t/日(ゴムくず)
6.59t/日(金属くず)
10.36t/日(ガラスくず)

8 不二興業株式会社 東 大阪 市西 石切
町4丁目587番1、
6、7

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕

9 株式会社旭美興産 東大阪市荒本西1
丁目9番他2筆

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
がれき類

破砕・選別
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

枚方市内

1 株式会社アーバン
キープ

枚方市春日野2丁
目269番5
（072-859-4681）

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず（石綿含有産業 廃棄
物、水銀使用製品産業
廃棄物及び水銀含有ば
いじん等を除く。）

破砕 12㎥/日(廃プラスチック類
3.1t/日､木くず4.6t/日)

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず（石綿含有産業 廃棄
物、水銀使用製品産業
廃棄物及び水銀含有ば
いじん等を除く。）

破砕 11.7㎥/日（廃プラスチック
類4.1t/日、木くず3.4t/日）

がれき類（上記７品目の
産業廃棄物に混入して処
分することが必要なもの
に限る。）
（石綿含有産業廃棄物、
水銀使用製品産業廃棄
物及び水銀含有ばいじん

破砕 4.4t/日

3 株式会社コスミック
代表取締役

枚方市春日西町2
丁目944番3、945
番4

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず（石綿含有産業 廃棄
物、水銀使用製品産業
廃棄物及び水銀含有ば
いじん等を除く。）

破砕 38.4㎥/日(廃プラスチック
類3.9t/日､木くず4.2t/日)

優良

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず（石綿含有産業廃棄物
を除く。）

破砕 2.1㎥/日(廃プラスチック類
0.3t/日､木くず0.4t/日)

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず（石綿含有産業廃棄物
を除
く。）

破砕 16.3㎥/日(廃プラスチック
類4.2t/日､木くず4.0t/日)

優良

八尾市内

1 株式会社北川建設 八尾市太田新町8
丁目167番1

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 12.3㎥/日(廃プラスチック
類3.4t/日､木くず4.2t/日)

2 北川組 八 尾市 上之 島町
北6丁目21番1

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類（コンクリー
ト片及びアスファルト片を
除く）

破砕 48.6㎥/日(廃プラスチック
類4.8ｔ/日、木くず4.8t/日、
がれき類16.1t/日)

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 173.7㎥/日(廃プラスチック
類4.3t/日､木くず4.7t/日)

がれき類 破砕 4.8t/日
廃 プラスチック 類、 木く
ず、金属くず、ガラスくず

破砕 12.6㎥/日(廃プラスチック
類3.8t/日､木くず5.5t/日)

廃プラスチック類（発泡ス
チロールに限る）

減容固化 288㎥/日

八 尾市 太田 新町
四 丁 目 154 番 2 、
155番2

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず

破砕・減容
固化

4.6ｔ/日(廃プラスチック類
4.4t/日､木くず4.8t/日)

4

2

株式会社泰幸 八 尾市 西高 安町
一丁目 55番 地ほ
か4筆

3

近畿エコロサービス
株式会社

枚方市春日野2丁
目257番１ほか2筆
（072-845-4751）

株式会社鳳栄商会 枚方市中宮大池3
丁目1552番

4 株式会社ウエダ 八 尾市 太田 新町
五丁目180番地
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八尾市内

5 有限会社ダイシン 八 尾市 水越 一丁
目89番、90番

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 10.5㎥/日（廃プラスチック
類3.6t/日、木くず3.9t/日）

6 有限会社福商リサ
イクル

八 尾市 西高 安町
五丁目32番4

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず､ガラスく
ず

破砕 15.4㎥/日(廃プラスチック
類1.9t/日､木くず4.6t/日)

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず､ガラスく
ず

破砕 10.7㎥/日(廃プラスチック
類3.7t/日､木くず4.5t/日)

がれき類（上記７品目の
産業廃棄物に混入して処
分することが必要である
ものに限る）

破砕 2.5㎥/日 (が れき 類4.0t/
日)

8 株式会社近代エコ
テック

八 尾市 太田 新町
八丁目134番地

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず､ガラスく
ず

破砕 12.3㎥/日(廃プラスチック
類3.4t/日､木くず4.2t/日)

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類（上記７品
目の産業廃棄物に混入
して処分することが必要
であるものに限る）

選別 240㎥/日

がれき類（上記７品目の
産業廃棄物に混入して処
分することが必要である
ものに限る）

破砕 4.7t/日

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 9.8㎥/日（廃プラスチック類
2.9t/日、木くず3.8t/日)

10 エコナー株式会社 八 尾市 西高 安町
五丁目32番地の1

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕 24.8㎥/日（廃プラスチック
類3.7ｔ/日、木くず4.2ｔ/日）

11 株式会社KUDARA 八 尾市 南木 の本
九丁目10番1号

廃プラスチック類（ペット
ボトルを除く）、紙くず（段
ボールを除く）、木くず、
繊維くず（畳を除く）、ゴム
くず、金属く（空き缶を除
く）、ガラスくず（空き瓶を
除く）

破砕 7.1㎥/日（廃プラスチック類
2.4ｔ/日、木くず3.3ｔ/日）

7

9

株式会社高産 八 尾市 太田 新町
七丁目184番ほか
2筆

東海環境株式会社 八尾市西高安町3
丁目1番、7番
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（2） 兵庫県内 

 

  

兵庫県内　産業廃棄物処理業者リスト　（木くず・廃プラスチック・がれき/焼却・破砕を含む事業者）

No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

兵庫県内　（兵庫県内の政令市・中核市から許可を得ている処理業者を除く）

1 ㈱井本興業 宝 塚市 川面 字長
尾山15番327 外7
筆

木くず、汚泥(生コン残さ
汚泥に限る)、廃プラ(石
綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、繊維くず、金
属くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず
(石綿含有産業廃棄物を
除く )、がれき類 (石綿含
有産業廃棄物を除く)

焼却、破砕 破砕
1,440ｔ/日
焼却
4.8ｔ/日
破砕
4.8ｔ/日

2 エアポート企業㈱ 伊丹市森本1丁目
8番9 外1筆

廃プラ(発泡スチロールに
限る、石綿含有産業廃棄
物を除く)

焼却 0.06ｔ/日

3 ㈱大都興産 伊 丹市 岩屋 一丁
目3番 外2筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず・コン
クリートくず及び陶磁器く
ず(石綿含有産業廃棄物
を除く)

破砕 15.5ｔ/日

4 ㈱天道 伊丹市森本8丁目
53番地

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、木くず、ガラ
スくず・コンクリートくず及
び陶磁器くず(石綿含有
産業廃棄物を除く)、がれ
き類(石綿含有産業廃棄
物を除く)

破砕、圧縮 破砕
14.1ｔ/日
破砕
4.06ｔ/日(がれき類)
破砕
4.03ｔ/日(木くず)

5 松室商事㈱ 伊丹市森本8丁目
84

木くず 破砕 64ｔ/日

6 ㈱グローバルグリー
ン

三田市四ﾂ辻西野
野606番

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず

破砕 6.84ｔ/日

7 三田チップ㈱ 三田市西野上828
番地3 外5筆

木くず 破砕 132ｔ/日

8 ㈱中西商店 三 田市 末字 赤山
2049番 外1筆

木くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず
(石綿含有産業廃棄物を
除く )、がれき類 (石綿含
有産業廃棄物を除く)

破砕、焼却 破砕
320ｔ/日
焼却
16ｔ/日

9 ㈲丸岩商店 三 田市 志手 原丸
山 942 番 地1 外3
筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず、金属くず

破砕 4.8ｔ/日

10 ㈱ダイシン 川西市加茂6丁目
126番地の1外2筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)

破砕
圧縮

破砕
1.6ｔ/日

11 歩信栄建設㈱ 加 古郡 稲美 町加
古 字 北 新 田 北
1007番地の31

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず、ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁
器くず(廃石膏ボードに限
る、石綿含有産業廃棄物
を除く)

破砕 破砕
3.72ｔ/日
破砕
2.4ｔ/日

12 ㈱アルファ ① 加古 郡稲 美町
下 草谷 字西 大道
340番地の55
② 加古 川市 志方
町 大 澤 字 ﾍﾞ ｸ 谷
1327番31 外2筆

木くず、廃プラ(石綿含有
産業廃棄物を除く)、紙く
ず、繊維くず、ゴムくず、
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず(廃石
膏ボード・グラスウールに
限る、石綿含有産業廃棄
物を除く)

焼 却 、 破
砕、圧縮

①の場所
焼却
4.8ｔ/日
破砕
4.46ｔ/日
破砕
4.808ｔ/日
②の場所
破砕
7.2ｔ/日
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

兵庫県内　（兵庫県内の政令市・中核市から許可を得ている処理業者を除く）

13 ㈱池田 加 古川 市平 岡町
高畑340番地の1

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、金属
くず

破砕、圧縮 圧縮
167.2ｔ/日
破砕
2.94ｔ/日
破砕
449.36ｔ/日

14 ㈱エコ阪神 加 古川 市平 荘町
西山字池新田520
番地の1 外23筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、繊維くず、ゴ
ムくず、燃え殻、汚泥、廃
油 (タールピッチ類に限
る )、金属くず、 ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず(石綿含有産
業 廃棄 物を除く )、 鉱さ
い、紙くず、木くず、動植
物性残さ

破砕、混合・
天日乾燥、焼
却

破砕
4.8ｔ/日
焼却
0.74t/日

15 ㈱岡田商事 加 古川 市八 幡町
宗佐字杖ﾉ上538-
1 外5筆

紙くず、木くず、廃プラ(石
綿含有産業廃棄物を除
く)、金属くず(破砕処理す
る産業廃棄物に少量混
入される付属部品に限
る ) 、ガ ラス くず・コ ンク
リートくず及び陶磁器くず
(石綿含有産業廃棄物を
除く)

焼却、破砕、
溶融

焼却
4.3ｔ/日
破砕
4.8ｔ/日

16 ㈱木村 高砂市中筋5丁目
864番1 他4筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、金属くず

破砕 4.8ｔ/日

17 金澤産業㈱ 加 古郡 稲美 町加
古 字 見谷 3869番
外1筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず

破砕 5.52ｔ/日

18 ㈲興永商事 加 古郡 稲美 町加
古3175番地の13

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)

破砕 3.2ｔ/日

19 ㈲鈴木商店 加 古郡 稲美 町国
安1280-1 外4筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、金属くず

破砕 1t/日

20 三輪運輸工業㈱ 加古川市金沢町1
番 地㈱ 神戸 製鋼
所 加古 川製 鉄所
内

汚泥、廃油、廃プラ(石綿
含有産業廃棄物を除く)、
紙くず、木くず、繊維くず、
動植物性残さ、ゴムくず

焼却、破砕 焼却
26.4ｔ/日
焼却
32.4㎥/日
破砕
48t/日
焼却
16.8t/日
焼却
27.6t/日

21 吉田実業㈱ 加 古川 市上 荘町
見土呂字丸山854
番40 外12筆

【廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず(破砕処理につ
いては、破砕処理する産
業廃棄物に混入される付
属部品に限る)、ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず(破砕処理に
ついては、石膏ボード、グ
ラスウールに限る、石綿
含有産業廃棄物を除く)、
がれき類(破砕処理につ
いては、グラスウールに
限る、石綿含有産業廃棄
物を除く)

焼却、選別、
圧縮

焼却
4.8ｔ/日
破砕
43.4ｔ/日
破砕
4.32ｔ/日
選別
592.30ｔ/日
圧縮
1,768.0ｔ/日

22 ワイメタル㈱ 加 古郡 稲美 町中
村1216番

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、金属くず、ガ
ラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(電気製
品くずに限る、石綿含有
産業廃棄物を除く)

破砕・選別 17.6ｔ/日
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

兵庫県内　（兵庫県内の政令市・中核市から許可を得ている処理業者を除く）

23 ㈲アルミック徳原 ①西脇市大野163
番地の1 他4筆
② 丹波 市氷 上町
横田25-1
③西脇市大野150
番地の1

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、金属くず

破砕、圧縮 ①の場所
圧縮
165.28ｔ/日
②の場所
圧縮
140.8ｔ/日
③の場所
破砕
3.5ｔ/日

24 ㈲エコリサイクル 西 脇市 高松 町字
横山633番地81

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず

破砕 破砕
4.8ｔ/日(木くず)
破砕
4.8ｔ/日(廃プラスチック)
破砕
24ｔ/日

25 岡正林業㈱ 多 可郡 多可 町中
区東安田字西北

木くず 破砕、切断・
圧縮

3.36ｔ/日

26 ㈱清水環境産業 多 可郡 多可 町中
区 牧 野 字 坂 ﾉ 下
272 番 18 外4 筆､
20 外1筆

木くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず
(石綿含有産業廃棄物を
除く )、がれき類 (石綿含
有産業廃棄物を除く)

破砕 破砕
960ｔ/日
木くず破砕
17.36t/日

27 大栄環境㈱ 三 木市 口吉 川町
吉 祥 寺谷 124-7 ､
里脇字八幡谷601
番10 外8筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず、動植物性
残さ、ゴムくず、汚泥 (無
機性のものに限る)、汚泥
(食品廃棄物に係るもの
に限る)、廃油(食品廃棄
物に係るものに限る)、廃
酸(食品廃棄物に係るも
のに限る)、廃アルカリ(食
品廃棄物に係るものに限
る ) 、金属くず、ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)、がれき
類(石綿含有産業廃棄物
を除く)

焼 却 、 脱
水 、 乾 燥 、
圧 縮 、 再
生、堆 積発
酵、破砕・選
別、圧 縮成
型

破砕
1,077ｔ/日
破砕
327.672ｔ/日
破砕
1,383.06ｔ/日
破砕
75ｔ/日
焼却
75ｔ/日
焼却
75ｔ/日
破砕
6,670.5ｔ/日
破砕
341.25ｔ/日
破砕
268.35ｔ/日
破砕
151.5ｔ/日
破砕
120.15ｔ/日
破砕
75.9ｔ/日
破砕
636ｔ/日

28 ㈱寺根商店 多 可郡 多可 町中
区 中安 田字 西北
山767番地71 外2
筆､西脇市日野町
字ﾀﾉｶｲﾁ129 番1
外5筆

紙くず、木くず、廃プラ(石
綿含有産業廃棄物を除
く)、金属くず、ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁
器くず(石綿含有産業廃
棄物を除く)

焼 却 、 破
砕 、 圧 縮 、
減容化

焼却
1.5ｔ/日
破砕
4.8ｔ/日

29 ㈱西畑土建 小 野市 船木 町字
南山875番132 外
2筆

紙くず（石膏ボード廃材に
限る）、木くず、ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず(石綿含有産
業廃 棄物 を除 き、 石膏
ボード廃材に限る)、がれ
き類(石綿含有産業廃棄
物を除く)、廃プラ(石綿含
有産業廃棄物を除く)、金
属くず

破砕、切断・
選別

破砕
344.8ｔ/日(がれき)
切断・選別
2.63ｔ/日
破砕
4.48ｔ/日(木くず）
破砕
4.8ｔ/日
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

兵庫県内　（兵庫県内の政令市・中核市から許可を得ている処理業者を除く）

30 ㈲ 西 脇 環 境 セ ン
ター

西 脇市 住吉 町字
一ノセ1番114

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず・コン
クリートくず及び陶磁器く
ず(石綿含有産業廃棄物
を除く)、がれき類(石綿含
有産業廃棄物を除く)

破砕 4.912ｔ/日

31 一組兵庫㈱ 西 脇市 黒田 庄町
西澤160番 外3筆

木くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず
(石綿含有産業廃棄物を
除く )、がれき類 (石綿含
有産業廃棄物を除く)

破砕 破砕
400ｔ/日
破砕
20.3ｔ/日(木くず)

32 パナソニックエコテ
クノロジーセンター
㈱

加東市 佐保 50番
地

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、金属くず、ガ
ラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含
有産業廃棄物を除く)

破砕・選別、
圧縮造粒

破砕
192ｔ/日
破砕
120ｔ/日
破砕
16.8ｔ/日
破砕
16.8ｔ/日
破砕
48ｔ/日
破砕
9.12ｔ/日
破砕
12.8ｔ/日
破砕
12.8ｔ/日
破砕
7.3ｔ/日

33 富士通周辺機㈱ 加東市佐保35番 廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、金属くず、ガ
ラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含
有産業廃棄物を除く)

破砕・選別 破砕
1.92ｔ/日
破砕
0.92ｔ/日
破砕
2.75ｔ/日
破砕
6ｔ/日

34 三木バイオテック㈱ 三 木市 口吉 川町
南畑字南山849番
地の1

木くず、汚泥(肥料化可能
なものに限る )、廃油 (廃
食用油であって、肥料化
可能なものに限る)、廃酸
(肥料化可能なものに限
る)、廃アルカリ(肥料化可
能なものに限る)、紙くず
(肥料化可能なものに限
る)、動植物性残さ(肥料
化可能なものに限る)、動
物のふん尿(肥料化可能
なものに限る)

破砕、堆積発
酵

破砕
2.26ｔ/日

35 ㈱宮下木材 加東市新定315番
地

木くず 破砕 2ｔ/日

36 ㈲ユニテック 三 木市 別所 町東
這田字フトノ722番
地69 外6筆

紙くず、木くず、繊維くず、
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず(石綿
含有産業廃棄物を除く)、
がれき類(石綿含有産業
廃棄物を除く)

焼却、破砕 焼却
4.8ｔ/日
破砕
240ｔ/日(がれき類)
破砕
4.8ｔ/日(木くず)
破砕
4.8ｔ/日
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

兵庫県内　（兵庫県内の政令市・中核市から許可を得ている処理業者を除く）

37 ㈱イボキン たつの市揖保川町
正條字永崎379番
地1 ､揖保中 字柳
280番 外5筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず・コン
クリートくず及び陶磁器く
ず(石綿含有産業廃棄物
を除く)、鉱さい、がれき類
(石綿含有産業廃棄物を
除く)

破砕、圧縮、
切断

破砕(23ｔ/日)
破砕(64ｔ/日)
圧縮(89ｔ/日)
切断(28ｔ/日)
圧縮(43.2ｔ/日)
圧縮(65.6ｔ/日)
木くず破砕(57.7ｔ/日)、圧
縮(30.08ｔ/日)

38 ㈲クリーン山田 神 崎郡 福崎 町南
田原972-4

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)

破砕 3.76ｔ/日

39 ㈱コウエイ たつの市新宮町大
屋409番地の2

木くず 破砕 破砕
92.4ｔ/日
破砕
82.72ｔ/日

40 住友大阪セメント㈱ 赤 穂市 折方 字中
水尾1513番地 外
6筆

燃え殻、汚泥、廃油、廃
酸、廃アルカリ、廃プラ(焼
却の前処理破砕に限る、
石綿含有産業廃棄物を
除く)、紙くず、木くず、繊
維くず、動植物性残さ、ガ
ラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず、鉱さい、
がれき類(石綿含有産業
廃棄物を除く)、ばいじん

焼却、破砕 焼却
391ｔ/日(燃料系)
1,296ｔ/日(原料系)
焼却
639ｔ/日(燃料系)
2,114ｔ/日(原料系)
破砕
4.8ｔ/日(廃プラ)
破砕
100ｔ/日(木くず)
破砕
78ｔ/日(廃プラスチック)

41 ㈱石樹園 相 生 市 陸字 ナル
811-182 外1筆

木くず(建設工事に伴い
生じた伐採木に限る)

破砕 4.8ｔ/日

42 龍野コルク工業㈱ たつの市龍野町島
田321番地

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)

減容化 減容破砕
0.4ｔ/日

43 ㈱龍野土木 たつの市龍野町大
道字新開ｷ574番

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、木くず

破砕 破砕
4.8ｔ/日(廃プラスチック)
破砕
25ｔ/日(木くず)

44 中国開発㈱ 神 崎郡 市川 町浅
野503番地 外3筆､
501 番 地 外 1 筆､
506番地 外1筆

木くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず
(石綿含有産業廃棄物を
除く )、がれき類 (石綿含
有産業廃棄物を除く)

破砕 破砕
640ｔ/日（がれき類)
破砕
311ｔ/日(木くず)
破砕
264ｔ/日(木くず)

45 ㈱西川健商店 たつの市神岡町沢
田1092番1

金属くず、廃プラ(石綿含
有産業廃棄物を除く)、紙
くず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず
(石綿含有産業廃棄物を
除く)

圧縮・切断、
破砕

圧縮・切断
4.78ｔ/日
破砕
12.33ｔ/日

46 ㈱フジケン 神 崎郡 市川 町下
瀬 加 字 宮 西 弐
1864番11

木くず 破砕 68.0ｔ/日

47 ㈲ＹＵＵＧＡ 宍 粟市 山崎 町宇
原字観音垣内134
番地

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、金属くず、ガ
ラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含
有産業廃棄物を除く)

破砕 1.36ｔ/日

48 ㈱横山サポートテッ
ク

赤 穂 市中 広1367
番地の1 外4筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず・コン
クリートくず及び陶磁器く
ず、がれき類(石綿含有
産業廃棄物を除く)

破砕、圧縮、
減容化

破砕
14.96ｔ/日
熱減容化
0.186ｔ/日
圧縮
89.6ｔ/日

49 ライフォス㈱ 佐 用郡 佐用 町本
郷201-36 外24筆

木くず 破砕 20ｔ/日
120ｔ/日
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兵庫県内　（兵庫県内の政令市・中核市から許可を得ている処理業者を除く）

50 ㈱リングユニオン 赤 穂市 高野 字中
の谷1番72 外5筆

木くず、廃プラ(石綿含有
産業廃棄物を除く)

焼却、破砕 破砕
4.29ｔ/日
焼却
1.52ｔ/日

51 （株）eco's 豊 岡市 出石 町日
野辺636番44

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、金属くず、紙
くず、木くず、繊維くず、ガ
ラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含
有産業廃棄物を除く)、が
れき類(石綿含有産業廃
棄物を除く)

破砕 3.36t/日

52 ㈱グリーンテック 豊 岡市 香住 字山
裾4番1 外8筆

木くず(建設業に係るもの
を除く)

破砕 4.8ｔ/日

53 ㈱コバヤシ産業 朝 来市 和田 山町
竹田2113番地

木くず、動植物性残さ(と
うもろこし、大豆、小麦、
菜種、空豆に限る)

破砕、圧縮 破砕
9.6ｔ/日
破砕
6ｔ/日

54 正垣木材㈱ 養 父市 大屋 町大
杉 504 番 地 外 22
筆 ､ 八 鹿 町 浅 間
853番地 外12筆

木くず 破砕 90ｔ/日
19.36ｔ/日
90ｔ/日

55 （株）但馬環境 豊 岡市 但東 町出
合字嶋200番 外6
筆

木くず 破砕 4.32ｔ/日

56 但南建設㈱ 朝 来市 山東 町越
田字高内460 番1
外3筆

木くず、がれき類(石綿含
有産業廃棄物を除く)

破砕 破砕
456ｔ/日(がれき類)
破砕
296ｔ/日(木くず)

57 ㈲ナカニシグローバ
ル

豊 岡市 但東 町畑
字長外967番1外6
筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず・コン
クリートくず及び陶磁器く
ず(石綿含有産業廃棄物
を除く)、がれき類(石綿含
有産業廃棄物を除く)

破砕、圧縮、
破砕・選別、
圧縮成型

破砕
15.52ｔ/日(木くず)
破砕
3.92ｔ/日
破砕
4.74ｔ/日(石膏ボードに限
る)

58 ㈱はしもと建設 豊 岡市 但東 町木
村字福井862 番1
外3筆

木くず 破砕 126.5ｔ/日

59 ㈱ビエント 豊岡市三宅152番
地の1 外5筆､神美
台157番29

廃プラ（石綿含有産業廃
棄物を除く）、紙くず、木く
ず、繊維くず、金属くず、
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず(石綿
含有産業廃棄物を除く)、
がれき類(石綿含有産業
廃棄物を除く)

破砕、圧縮、
圧縮成型

破砕
4.88ｔ/日

60 日野金属産業㈱ 朝 来市 生野 町口
銀谷985番地1

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、金属くず、ガ
ラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含
有産業廃棄物を除く)

破砕 2.35ｔ/日

61 北但東部森林組合 豊 岡市 出石 町奥
小野大月426-11

木くず 破砕 160ｔ/日

62 ㈲円山川環境サー
ビス

朝 来市 和田 山町
枚田1041番1 他2
筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず

破砕、圧縮 破砕
3.3ｔ/日

63 ㈲クリーン環境 丹 波市 柿柴 字本
願寺388番地17

木くず 焼却 1.53ｔ/日

64 日本エコロジ㈱ 篠山市東吹字池ノ
上ノ坪1327番地の
1 外7筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、木くず、繊維
くず

破砕 破砕
240ｔ/日
破砕
4.6ｔ/日(木くず)
破砕
85.6ｔ/日(木くず)
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兵庫県内　（兵庫県内の政令市・中核市から許可を得ている処理業者を除く）

65 氷上テクノ㈲ 丹 波市 氷上 町新
郷224番地 外7筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず・コン
クリートくず及び陶磁器く
ず

破砕 114.74ｔ/日

66 ㈲北丹環境サービ
ス

丹 波市 氷上 町上
成松字毛長141番
3 外1筆､新郷字下
布 木 229 番4 外2
筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず、金属くず

圧縮、破砕 破砕
8.4ｔ/日

67 ㈱南興業 篠 山市 野中 字八
丹ﾉ坪878番地外5
筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず・コン
クリートくず及び陶磁器く
ず(石綿含有産業廃棄物
を除く)、がれき類(石綿含
有産業廃棄物を除く)

破砕・洗浄 破砕
5.5ｔ/日

68 ㈱ 淡 路 紙 料 セ ン
ター

淡路市塩田新島2
番地6

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず

破 砕 ・ 圧縮
成型

2.2ｔ/日

69 ㈱エムテック 淡 路市 中田 字高
部2462番 外9筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず

破砕 4.9ｔ/日

70 金城 主鎬（金城商
会）

南 あ わ じ 市 市 十
一ヶ所14番地5

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く、廃自動車に
限る)、金属くず、ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く、廃自動
車に限る)

破砕、圧縮・
切断

破砕
4ｔ/日
圧縮
36ｔ/日
圧縮・切断
80ｔ/日

71 鳥取興業㈱ 南あわじ市福良丙
253番地 外6筆､榎
列 上幡 多字 龍神
1369番 外1筆

廃プラ(石綿含有産業廃
棄物を除く)、紙くず、木く
ず、繊維くず、金属くず、
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず(ガラス
くず・石膏ボード廃材に限
る、石綿含有産業廃棄物
を除く)

破 砕 、 圧
縮 、 切 断 、
減容化 、破
砕・選別

圧縮
378.4ｔ/日
熱減容化
0.5ｔ/日
破砕
62.91ｔ/日
木くず破砕
79.2ｔ/日
切断
130.2ｔ/日
破砕
4.24ｔ/日
圧縮
84.8ｔ/日

72 ㈲清水建材 洲 本市 五色 町上
堺字横倉1545 外
6筆

汚泥(建設汚泥、上水汚
泥に限る )、廃プラ(石綿
含有産業廃棄物を除く)、
木くず、がれき類(石綿含
有産業廃棄物を除く)

乾 燥 、 破
砕、堆 積醗
酵、炭化

破砕
1,256ｔ/日(がれき)
破砕
40ｔ/日(木くず)
破砕
91ｔ/日(木くず)
破砕
3.52ｔ/日

73 ㈱中野建材 洲 本市 池内 字亀
原1230番地2

木くず、汚泥(有機性のも
のに限る)、動植物性残
さ、動物のふん尿

破砕、 堆積
発酵

破砕
12ｔ/日(木くず)
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神戸市

1 神戸エンジニアリン
グサービス株式会
社

神 戸市 東灘 区御
影浜町1-7

木くず、繊維くず、廃プラ
スチック類(廃タイヤに限
る。)

破砕 131t/日

2 西部サービス株式
会社

神 戸市 東灘 区住
吉浜町17、17-5、
6

汚泥（製紙スラッジに限
る。）、廃プラスチック類、
紙くず、木くず、繊維くず、
動植物性残さ（医薬品カ
プセルに限る。）、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁
器くず、がれき類

選別・破砕、
破砕、選別、
光学選別、減
容 固 化 、 破
砕・減容固化

3 株 式 会 社 セ ー フ
ティーアイランド

神 戸市 東灘 区魚
崎浜町16-7

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず、がれき類、
汚泥（※ア又は※イの条
件 を 満 た す も の に 限
る。）、鉱さい（※ウ又は
※エの条件を満たすもの
に限る。）

破砕、選別・
破砕、圧縮

①破砕
1,200t/ 日(除石綿含有産
業廃棄物)
②選別・破砕
1,000 ㎥ / 日 ( 除 廃プラ破
砕、除石綿含有産業廃棄
物)
③破砕
5.6t/日 (除石綿含有産業
廃棄物)
④破砕
20t/日(限石膏ボード、除
石綿含有産業廃棄物)

※ ア 再 生 利
用 を行 う 場 合
は、建設汚泥、
生 コ ン残 渣又
は廃セメントで
あって、再生路
盤材 の材 料と
して使用できる
もの、かつ土壌
環境基準 を満
たすもの。※イ
ア 以 外の もの
は、固化したも
のであって2次
処 理 と し て 焼
却 、 焼 成 又は
燃料化を行うも
の、若しくは固
化 し た も の で
あ っ て 含 水率
85％以下であ
り、管理型埋立
処 分 を 行 う も
の。※ウ 鉄鋼
ス ラグ 路 盤 材
製品であって、
かつ土壌環境
基 準 を満 たす
も の 。 ※ エ 2
次処理として焼
却又は焼 成を
行うもの、若し
く は 管 理 型 埋
立処分を行うも

4 大栄環境株式会社 神 戸市 東灘 区向
洋町東2丁目2-2、
3、4

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず、がれき類

選別、破砕、
圧縮梱包

189.6ｔ/日（がれき類）

5 株式会社パルテック 神 戸市 東灘 区住
吉浜町12

汚泥、廃油、廃酸、廃ア
ル カリ 、廃 プラスチック
類、紙くず、木くず、繊維く
ず、動植物性残さ、金属く
ず、ガラスくず・コンクリー
トくず及び陶磁器くず

焼却、中和、
破砕

焼却
80ｔ/日
破砕
10t/日
破砕
10.08t/日

6 株式会社吉岡清掃 神 戸市 東灘 区御
影塚町1-4-3

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、動植物性残さ、金
属くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず

圧縮梱包、破
砕
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神戸市

7 株式会社神戸ポー
トリサイクル

神 戸市 中央 区港
島9-13

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず、がれき類

破砕、 減容
固化、選別

(自動車関連物
以外 のも のに
ついては、「臨
港地区及び港
湾 区 域 、 並 び
にこれらで囲ま
れた区域」から
発 生 す る もの
に 限 る 。 た だ
し、同区域外で
発生する 廃棄
物であっても、
同区域内で事
業 活 動 を 行 う
事業者が発生
させた廃棄物と
一体的に処理
することで環境
負荷の軽減が
図られると市長
が特 に認 める
場合はこ の限
りでない。)

8 藤定運輸株式会社 神 戸市 兵庫 区遠
矢浜町1-3、5、7-
1 ･ 2、9-1、 18-1 ･
2 ･ 3 ･4 ･6、 19-1 ･
3、21

汚泥、廃油、廃酸、廃ア
ル カリ 、廃 プラスチック
類、紙くず、木くず、繊維く
ず、動植物性残さ、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁
器くず

破 砕 、 減
容、減 容固
化 、 切 断 、
脱油、 圧縮
梱 包 、 選
別 、 脱 水 、
圧 縮 、 中
和、切断・選

9 株式会社瑞山建材 神 戸市 北区 山田
町藍那字平3-1

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず、がれき類

破砕

10 北神吉田建設株式
会社

神 戸市 北区 道場
町 生 野 字 ｳ ｴ 山
974-1

がれき類、ガラスくず・コ
ンクリートくず及び陶磁器
くず

破砕

11 兼正興業株式会社 神 戸市 長田 区東
尻池町1-9-10

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、 金属くず、ガ
ラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず、がれき

切断、圧縮

12 神戸環境クリエート
株式会社

神 戸市 長田 区苅
藻島町1-1-28

燃え殻、汚泥、廃油、廃
酸、廃アルカリ、廃プラス
チック類、紙くず、木くず、
繊維くず、動植物性残さ、
動物系固形不要物、ゴム
くず、金属くず、ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず、動物のふん
尿、動物の死体

焼却、破砕

13 株式会社神戸リサ
イクリングセンター

神 戸市 長田 区苅
藻島町1-1-10

木くず 破砕

14 神港衛生株式会社 神 戸市 長田 区苅
藻島町2-1-45

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず・コンクリートくず及び

破 砕 、 選
別、圧 縮梱
包、圧縮

15 有限会社誠和リサ
イクルセンター

神 戸市 長田 区苅
藻島町3-82-1

廃プラスチック類 破砕
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神戸市

16 有限会社枦谷リサ
イクルセンター

神 戸市 西区 櫨谷
町 寺 谷 字 櫨 谷
1242-684

ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず、 がれ
き類

破砕

17 株式会社明石資材 神 戸市 西区 平野
町 中津 字大 徳谷
1337-3

がれき類、 ガラスくず・コ
ンクリートくず及び陶磁器
くず

破砕

18 株式会社環境保全
センター

神 戸市 西区 神出
町 東 字 座 頭 谷
1227-1

汚泥、廃プラスチック類、
紙くず、木くず、繊維くず、
金属くず、ガラスくず・コン
クリートくず及び陶磁器く
ず、がれき類、燃え殻、ば
いじん、鉱さい

選別、破砕、
減容固化、固
化処理、圧縮
梱包

19 株式会社窪田窪商
店

神 戸市 西区 福吉
台1丁目1619-2

廃 プラスチック 類、 木く
ず、金属くず、ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁
器くず

破砕、切断・
圧縮

破砕・選別
104t/日(金属スクラップ)
切断・圧縮
6.0ｔ/日(金属)
破砕
5.76ｔ/日(廃プラスチック・
ガラス)

優良認定

20 株 式 会 社 神 戸 ク
リーンランド

神 戸市 西区 伊川
谷町布施畑1057-
1

汚泥、廃油、廃プラスチッ
ク類、紙くず、木くず、繊
維くず、動植物性残さ、ゴ
ムくず

焼却 37.2 t/日

21 株式会社萩原林業 神 戸市 西区 平野
町 中津 字牛 飼場
1338-25 ､ 西 区 見
津が丘6-1-2

木 く ず ( 伐 採 樹 木 に 限
る。)、木くず

焼却／破砕、
切削

焼却施設
3.6 t /日
（炭化の場合は18 t /日）
破砕施設
46.4 t /日

22 株式会社美建 神 戸市 西区 上新
地3-12-5、6

ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず、 がれ
き類

破砕 960 t/日

23 株式会社ウエスト 神 戸市 東灘 区魚
崎 浜 町 9-1 、 10-
1、11-1、11-3

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず・コンクリートくず及び

選別、破砕、
圧縮梱包

24 株式会社ニッソク 神 戸市 兵庫 区遠
矢浜町4-23

ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず(石膏
ボードに限る。）

破砕、乾燥 18.0t/日(9h/日)

尼崎市

1 （有）尼崎環境 尼 崎市 東初 島町
9-4

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず及び陶磁器くず、がれ
き類

破砕、溶融減
容

4.40t/日(廃プラスチック類)
11.52t/日(木くず)
18.64t/日(がれき類)

2 泉興業（株） 尼崎市 末広 町1-
3-5､1-3-16

木くず、汚泥、 廃プラス
チック類、木くず、繊維く
ず、紙くず、ゴムくず、汚
泥(製紙ｽﾗｯｼﾞ)、廃油(廃
ウエス)、金属くず、ガラス
くず及び陶磁器くず、が
れき類

破砕、汚泥の
薬 剤 乾 燥 ／
破砕、減容固
化

160t/日(木くず)
72.3t/日(廃プラスチック類)
83.1t/日(木くず)
4.7t/日(廃プラ類)
4.6t/日(がれき類)

3 伊藤鋼業（株） 尼崎市東浜町1-6 廃プラスチック類※、金属
くず、ガラスくず及び陶磁
器くず※、がれき類※、
紙くず、木くず
※石綿含有産業廃棄物
を除く。

破砕・選別に
よる資源化再
利用、破砕、
廃プラス チッ
ク 類 の 溶 融
減容

48t/日(廃プラスチック類)
296t/日(廃プラスチック類・
金属くず・ガラスくず)
240.9t/日(がれき類)
2.424t/日(廃プラ類)
3.8t/日(木くず)

4 （株）イボキン 尼崎市 大浜 町1-
31-1他4筆

廃プラスチック類、紙くず
※、木くず、金属くず、ガ
ラスくず及び陶磁器くず
※
※金属くずに付着してい
るものに限る

切断 18.1t/日(廃プラスチック類)
20.7t/日(木くず)
78.7t/日(金属くず)
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尼崎市

5 大道商事（株） 尼崎市東浜町41-
3、4-4、3、3-1

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず及び陶磁器くず、がれ
き類、木くず

破砕 9.6t/日(廃プラスチック類)
8.48t/日(木くず)
145.12t/日(がれき類)
44.16t/日(木くず)

6 （株）柄谷商店 尼崎市神崎町20-
9､東海岸町1-113

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず及び陶磁器くず、がれ
き類

破砕 4.59t/日(廃プラスチック類)
1.416t/ 日 (廃プラスチック
類)
1.672t/日(木くず)
2.104t/日(がれき類)

7 （株）極東エンタープ
ライズ

尼崎市鶴町7-33 廃 プラスチック 類、 木く
ず、金属くず

破砕・圧縮、
廃プラス チッ
ク 類 の 加 熱
減容

3.28t/日(廃プラスチック類)
4.81t/日(木くず)

8 ケンエイ産業（株） 尼崎市鶴町7-15 がれき類 破砕・整粒に
よる資源化再
利用

1,280t/日(がれき類)

9 翔成産業(株) 尼崎市東海岸町1
番地108

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず及び陶磁器くず、がれ
き類

破砕・圧縮 327.2t/ 日 (廃プラスチック
類)
513.6t/日(木くず)
222.4t/日(がれき類)

10 （株）摂津清運 尼 崎市 東塚 口町
2-4-27

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず及び陶磁器くず、がれ
き類

破砕・選別 26.19t/ 日 (廃プラスチック
類)
134.88t/日(木くず)
164t/日(がれき類)

11 （株）阪神アスコン 尼 崎市 西高 洲町
16-17

がれき類 破砕・整粒に
よる資源化再
利用

736.2t/日(がれき類)

12 (有)マツモト環境 尼崎市 若王 寺3-
20-25

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず及び陶磁器くず

破砕 3.39t/日(廃プラスチック類)
4.18t/日(木くず)

西宮市

1 （株）西宮環境リサ
イクルセンター

西 宮市 西宮 浜一
丁目13番地

がれき類 破砕・整粒 1,200t/日（8h）

2 松 浦 プ ラ ス チ ック
（株）

西 宮市 西宮 浜一
丁目22番地

廃プラスチック類（再生を
目的とするものに限る。）

破砕 3.93ｔ/日（8h45m）

3 大栄環境（株） 西 宮市 鳴尾 浜二
丁目17番1他

(1)廃酸、廃アルカリ(2)紙
くず、木くず、繊維くず(3)
動植物性残さ、動物系固
形不要物(4)廃プラスチッ
ク 類、 ゴム くず、金 属く
ず、ガラスくず(5)がれき
類

焼却 ・破 砕・
選別

焼却
50t/日（24h）(1)、(2)、(3)と
廃プラスチック類
破砕・選別
100t/日（8h）(2)、(4)と(5)
破砕・チップ化
15t/日（8h）木くず
破砕・選別
86t/日（8h）(4)

明石市

1 木村工業㈱ 明 石市 大久 保町
大 窪 字打 越2473
番の1外3筆､二見
町南二見9番3

廃プラ、紙くず、木くず、繊
維くず、ゴムくず、金属く
ず、ガラスくず・コンクリー
トくず及び陶磁器くず、が
れき類

破砕 ・選 別・
圧縮

破砕
6.76t/日
破砕
351.6t/日
破砕
142.8t/日

2 三和美研㈲ 明 石市 大久 保町
松陰字石ヶ谷1126
番地59 外1筆

廃プラ、木くず 破砕 4.85t/日

3 ㈲住野商店 明 石市 大久 保町
大窪1370番地外2
筆

紙くず、木くず、繊維くず、
紙くず（石膏ボード廃材に
限る）、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず
（ 石 膏 ボ ー ド 廃 材 に限
る）、廃プラ

焼却 ・破 砕・
圧縮

焼却
1.5t/日
破砕
28t/日
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明石市

4 田口建材㈱ 明 石市 大久 保町
松 陰 字 堂 屋 敷
342-36 外18筆

廃プラ、紙くず、木くず、繊
維くず、ゴムくず、金属く
ず（付着物に限る）、ガラ
スくず・コンクリートくず及
び陶磁器くず、がれき類

破砕・圧縮 破砕
1,750t/日
破砕
550t/日(木くず)
破砕
46.38t/日

姫路市

1 株 式 会 社 アイエイ
ケー

姫 路市 大塩 町字
明治新開２０１８番
２９

廃プラスチック類･木くず 破砕

2 株 式 会社 アー ル・
ビー・エヌ

姫 路市 飾磨 区中
島字宝来３０５９番
２０、１９他２筆

廃プラスチック類･紙くず･
木くず･繊維くず･金属く
ず･ガラスくず・コンクリー
トくず及び陶磁器くず

破砕、固形燃
料化

3 有限会社エコ・マテ
リアル

姫 路市 飾磨 区今
在家１１１３番５他
５筆、構字西飯田
新田１１１７番地他
１筆

廃プラスチック類･紙くず･
木くず･繊維くず･金属くず

破砕、固形燃
料化、溶融

4.43 t/日 (廃プラスチック
類)
4.74t/日(木くず)
4.80 t/日 (廃プラスチック
類)
2.01 t/日(木くず)

優良認定

4 有限会社金田商店 姫 路市 花田 町高
木字分町８２番１
他６筆

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず･ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁
器くず

破砕、圧縮、
溶融

5 有限会社喜匠 姫 路市 網干 区浜
田字南垣原１３２０
番１３他４筆

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁
器くず・工作物の新築、
改築または除去に伴って
生じたコンクリートの破片
その他これに類する不要
物

破 砕 及 び 選
別

6 株式会社キョウドウ 姫 路市 飾磨 区中
島相生梅２０３４番
地他８５筆

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器く
ず・工作物の新築、改築
または除去に伴って生じ
たコンクリートの破片そ
の他これに類する不要
物・鉱さい・汚泥・廃油

破砕、固化、
油水分離

7 有限会社クリーン山
田

姫 路市 船津 町字
上糠塚２６７１番

紙くず･木くず 焼却

8 株式会社グローバ
ル工業

姫 路市 御国 野町
御着字東大門６６
８番４筆

廃プラスチック類・紙くず･
木くず･繊維くず･ゴムく
ず･金属くず･ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁
器くず・燃え殻・汚泥･鉱
さい･ばいじん

破砕

9 株式会社光商 姫 路市 飾磨 区細
江字浜万歳１３０４
番１他１筆、構字
東飯田新田１０８６
番１他７筆

廃プラスチック類・紙くず･
木くず･繊維くず・ゴムく
ず・ガラスくず・コンクリー
トくず及び陶磁器くず・金
属くず・廃油

破砕、圧縮、
油水分離、減
容

10 宏博産業株式会社 姫 路市 花田 町小
川１１６２番１他３
筆

汚泥・廃プラスチック類・
紙くず・木くず・金属くず・
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず

脱水、乾燥、
破砕

11 株式会社新生興業 姫 路市 飾磨 区構
字西飯田新田１１
０７番１他８筆

廃プラスチック類･紙くず･
木くず･繊維くず･金属く
ず･ガラスくず・コンクリー
トくず及び陶磁器くず

溶融、破砕 破砕
39.44 t/日(木くず)
破砕 4.6 t/日(廃プラスチッ
ク類)
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姫路市

12 新日本開発株式会
社

姫 路市 飾磨 区中
島字宝来３０５９番
２、３他１筆

汚泥･廃油･廃酸･廃アル
カリ･廃プラスチック類･紙
くず･木くず･繊維くず･動
植物性残さ･ゴムくず･金
属くず･ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器く
ず･動物の死体・政令13
号廃棄物・廃油

焼却、混合、
破砕、溶融、
油水分離

13 西播環境整備株式
会社

姫 路市 飾磨 区中
島字宝来３０６７番
１８他１筆

廃プラスチック類･紙くず･
木くず･繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁
器くず・工作物の新築、
改築または除去に伴って
生じたコンクリートの破片
その他これに類する不要
物

破砕、固形燃
料化

55.2 t/日(廃プラスチック類
計)
80.39 t/日(木くず計)
86.4 t/日(がれき類)
1,000 t/日(ガラスくず・コン
クリートくず及び陶磁器く
ず、がれき類)

14 西播商事株式会社 姫 路市 飾磨 区中
島字宝来３０６７番
８・１０、四郷町上
鈴字ツク田２８１番
１他４筆

燃え殻・汚泥･廃油 ･廃
酸･廃アルカリ･廃プラス
チック類･紙くず･木くず･
繊維くず･動植物性残さ・
動物系固形不要物･ゴム
くず・金属くず・ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず

破砕、焼却 焼却
最大204.92 t/日
破砕
4.8 t/日

優良認定

15 株式会社テツゲン 姫 路市 広畑 区富
士町1番地・１７番
地

廃プラスチック類･紙くず･
木くず･繊維くず・汚泥・廃
油

破砕、焼却、
混練

16 株式会社徳原商店 姫 路市 広畑 区吾
妻町一 丁目 45番
地

廃プラスチック類・紙くず・
木くず

破砕

17 株式会社NAKATA 姫 路市 船津 町字
子り坂2704番1他
2筆

廃プラスチック類･紙くず･
木くず

破砕

18 株 式 会 社 西 日 本
ファーム

姫 路市 林田 町下
伊勢426番地 他9
筆

廃プラスチック類・繊維く
ず・燃え殻・木くず・動植
物性残さ

切断、破砕、
溶融、固形燃
料化

19 ハリマ産業エコテッ
ク株式会社

姫 路市 網干 区浜
田1223 番地 の10
他9筆

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・動植物
性残さ・汚泥･廃油

破 砕 、 肥 料
化、乾燥、固
形燃料化

20 株式会社姫路環境
開発

姫 路市 飾磨 区中
島 字 宝来 3067番
17 ､ 3059 番 6 他 2
筆､字相生梅2104
番2他7筆

廃プラスチック類･紙くず･
木くず･ゴムくず･金属く
ず･ガラスくず・コンクリー
トくず及び陶磁器くず・工
作物の新築、改築または
除去に伴って生じたコン
クリートの破片その他こ
れに類する不要物・繊維
くず・燃え殻・汚泥・鉱さ
い・ばいじん

破砕、減容、
固化、混錬・
成形

破砕
779.2ｔ/日(がれき類)
720.8ｔ/日(混合)
破砕
160ｔ/日(木くず)
108t/日(紙くず)
77t/日(繊維くず)

21 マキウラ鋼業 株式
会社

姫 路市 飾磨 区英
賀 字 東浜 甲1960
番地の5他41筆､
中 島 字 相 生 梅
2172 番 1 他 5 筆 ､
2174番10他1筆

廃プラスチック 類･ 燃え
殻・紙くず・木くず・繊維く
ず・ゴムくず･金属くず･ガ
ラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず・工作物
の新築、改築または除去
に伴って生じたコンクリー
トの破片その他これに類
する不要物・汚泥

破砕、圧縮・
切断、減容固
化

22 株式会社夢クリーン 姫 路市 夢前 町寺
字 小 屋谷 2098番
31他1筆

廃プラスチック類・紙くず・
木くず・繊維くず・ゴムく
ず・金属くず・ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁
器くず・工作物の新築、
改築または除去に伴って
生じたコンクリートの破片
その他これに類する不要
物

破砕 ・選 別・
圧縮、破砕粉
砕 、 破 砕 分
離、切断

破砕
77.1t/日(廃プラスチック類)
111.9ｔ/日(木くず)
118.6ｔ/日(がれき類)
破砕粉砕
4.5ｔ/日(廃プラスチック類)
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（3） 京都府内 

 

  

京都府内　産業廃棄物処理業者リスト　（木くず・廃プラスチック・がれき/焼却・破砕を含む事業者）

No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

京都府内　（京都府内の政令市から許可を得ている処理業者を除く）

1 浅巻建設(株) 綾 部市 下八 田町
桐ヶ迫2番2ほか5
筆

がれき類 破砕 320t/日

2 八津合工業(株) 綾 部市 五津 合町
湯ノ上29番ほか4
筆

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず(コンク
リートくずに限る。)、がれ
き類(コンクリート廃材、ア
スファルトコンクリート廃
材に限る。)

破砕 240t/日

3 (株)丹羽由砕石 宇 治市 西笠 取仁
南郷85番

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず(セメン
ト瓦及びコンクリート二次
製品に限る。)、がれき類
(アスファルトコンクリート
廃材及びコンクリート廃
材に限る。)

破砕 624t/日

4 (株)藤田産業 宇 治市 槇島 町吹
前21番地ほか9筆

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず(廃コン
ク リ ー ト 二 次 製品 に限
る。)、がれき類(アスファ
ルトコンクリート廃材、コ
ンクリート廃材に限る。)

破砕･溶融 破砕
807.2t/日

5 (株)玉井道路 宇 治市 槇島 町二
十四10番1､9番1､
8番､3番1

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず(廃石
膏ボードに限る。)、がれ
き類

破砕 8t/日(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)
800t/日(がれき類)

6 山城プレス工業(株) 宇 治市 槇島 町二
十四53番ほか5筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず･コンクリートくず及び
陶磁器くず、がれき類

選別･圧縮･
せん断

選別･圧縮
37t/日
選別･せん断
24t/日

※圧縮･せん断
は金属くずに限
り、選別は金属
くずの圧縮･せ
ん断の前処理
工程として金属
くずに混入して
いるものを選別
する 場合 に限
る。

7 (株)環境整備ニヂュ
ウイチ

乙 訓郡 大山 崎町
字 下植 野小 字北
牧方25番、25番5

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず、がれ
き類

破砕 640t/日

8 (有)キンキ 亀 岡市 篠町 王子
市原61番1ほか2
筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、金属くず、ガ
ラスくず･コンクリートくず
及び陶磁器くず

破砕 4.57t/日

9 亀岡合砕協同組合 亀 岡市 篠町 王子
石原畑1番1ほか2
筆

がれき類 破砕 480t/日

10 (株)利昌 亀 岡市 西別 院町
犬 甘 野 椎 ｹ 原 46
番､46番2

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、金
属くず、ガラスくず･コンク
リートくず及び陶磁器くず

破砕 4.88t/日(廃プラスチック類)
4.48t/日(木くず)

11 (有)カメキンリサイク
ルシステムズ

亀 岡市 西別 院町
笑路頭木田1番8､
9

廃プラスチック類、金属く
ず、ガラスくず･コンクリー
トくず及び陶磁器くず

解体・破砕 解体
3t/日
破砕
976㎏/日

12 (有)光山合砕 亀 岡市 西別 院町
笑路落合3番2ほ
か2筆

がれき類(コンクリート廃
材 、ア スフ ァル トコ ンク
リート廃材に限る。)

破砕 480t/日
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

京都府内　（京都府内の政令市から許可を得ている処理業者を除く）

13 サカエ産業(株) 亀 岡市 大井 町南
金岐重見70番

汚泥、廃油、廃酸、廃ｱﾙ
ｶﾘ、廃プラスチック類、紙
くず、木くず、繊維くず、動
植物性残さ、ゴムくず、金
属くず、ガラスくず･コンク
リートくず及び陶磁器くず

焼却•乾燥•
破 砕 • 減 容
固化

焼却
29.472t/日(汚泥)
20.280t/日(廃油)
11.568t/日(廃プラスチック
類)
22.752t/日(その他の産業
廃棄物)
乾燥
18.7㎥/日
破砕
10.08t/ 日 (廃プラスチック
類)
22.24t/日(木くず)
減容固化
0.96t/日

14 (株)リールエステー
ト

亀 岡市 東別 院小
泉池ｹ谷1番､2番､
2番の1 ､ 9番の一
部

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず(コンク
リートくずに限る。)、がれ
き類

破砕 1.44t/日(ガラスくず･コンク
リートくず及び陶磁器くず)
4.56t/日(がれき類)

15 (株)山本興業 亀 岡市 東別 院町
栢原上 日影 18番
1､18番2

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず、がれ
き類

破砕 179.2t/日(がれき類)

16 南丹清掃(株) 亀 岡市 本梅 町西
加舎前ヶ芝24番ほ
か6筆

廃 プラスチック 類、 木く
ず、ガラスくず･コンクリー
トくず及び陶磁器くず、が
れき類、金 属く ず、 紙く
ず、繊維くず

破砕•切断•
圧縮

破砕
4.27t/日(廃プラスチック類)
4.29t/日(木くず)
3.90t/日(ガラスくず･コンク
リートくず及び陶磁器くず)
4.29t/日(がれき類)

17 (有)京扇リサイクル
システム

亀 岡市 本梅 町中
野北山4番1ほか3
筆

廃プラスチック類 破砕･圧縮･
切断

破砕
1.2t/日
破砕･圧縮･切断
1.6t/日

18 澤喜建設(株) 久 世郡 久御 山町
佐山新開地206番
3及び207番3

廃プラスチック類(廃ﾍﾟｯﾄ
ﾎﾞﾄﾙに限る。)、金属くず
(再生に適さない空き缶に
限る。)、ガラスくず･コンク
リートくず及び陶磁器くず
(再生に適さない空き瓶に
限る。)

圧縮•破砕 圧縮
1.116t/ 日 (廃プラスチック
類)
破砕
10.368t/日 (ガラスくず･コ
ンクリートくず及び陶磁器く
ず)
圧縮
2.96t/日(金属くず)

19 金下建設(株) 宮 津市 字須 津小
字 霞 口2507 番ほ
か6筆
船 井郡 京丹 波町
実勢小 字大 平55
番1ほか9筆

がれき類(コンクリート廃
材 、ア スフ ァル トコ ンク
リート廃材に限る。)

破砕 320t/日
280t/日

20 (株)但馬環境 京 丹後 市久 美浜
町鹿野小字林ヶ谷
36番2ほか6筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず･コンクリートくず及び
陶磁器くず

破砕 4.3t/日(廃プラスチック類)
4.7t/日(木くず)

21 丹 後 北 都 不 動 産
(株)

京 丹後 市大 宮町
河 辺 小 字 塚 手
3731番1ほか2筆

廃 プラスチック 類、 木く
ず、金属くず

破砕 1.42t/日(廃プラスチック類)
2.23t/日(木くず)
1.09t/日(金属くず)

22 (株)修己建設 京 丹後 市丹 後町
間 人小 字祖 父田
4120番

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ガ
ラスくず･コンクリートくず
及び陶磁器くず(廃石膏
ﾎﾞｰﾄﾞに限る。)

破砕 3.60t/日(廃プラスチック類)
4.30t/日(紙くず)
4.70t/日(木くず)
1.80t/日(繊維くず)
8.30t/日(ガラスくず･コンク
リートくず及び陶磁器くず
(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞに限る。))

23 大山産業(株) 京 丹後 市峰 山町
安小字下河原276
番ほか7筆

廃プラスチック類(建設系
のものに限る。)、紙くず、
木くず、繊維くず、金属く
ず、ガラスくず･コンクリー
トくず及び陶磁器くず

破砕 3.73t/日(廃プラスチック類)
7.4t/日(木くず)
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

京都府内　（京都府内の政令市から許可を得ている処理業者を除く）

24 松村産業(株) 京 丹後 市峰 山町
赤 坂小 字小 耳尾
85-3ほか7筆
京 丹後 市大 宮町
善王寺小字奥本ﾚ
55番ほか4筆

木くず、ガラスくず･コンク
リートくず及び陶磁器くず
(コンクリートくず、陶磁器
くずに限る。 )、がれき類
(コンクリート廃材、アス
ファルトコンクリート廃材
に限る。)

破砕 320t/日(ガラスくず･コンク
リートくず及び陶磁器くず、
がれき類）
275.2t/日(木くず)

25 山崎工業(株) 京 丹後 市網 野町
生 野内 小字 古谷
772番

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず、がれ
き類

破砕 76.8t/日

26 (株)林建材 京 丹後 市弥 栄町
堤小字吹ノ谷1165
番､1165番1

がれき類(コンクリート廃
材、アスファルト廃材に限
る。)

破砕 344t/日

27 (株)吉岡商店 京 丹後 市弥 栄町
木 橋小 字馬 別當
293番ほか2筆

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず(コンク
リートくず、れんがくず及
び瓦くずに限る。)、がれ
き類

破砕 320t/日

28 三原建設(株) 京 田辺 市甘 南備
台二丁目2番

木くず 破砕 80t/日

29 (有)びわこクリーン
センター

京田辺市大住池ノ
端72番4ほか2筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず･コンクリートくず及び
陶磁器くず、がれき類

破砕 破砕
480t/日(がれき類)
破砕
8.12t/日(廃プラスチック類)
9.68t/日(木くず)

30 ホームケルン(株) 京 田辺 市大 住池
嶋21番ほか5筆
京 田辺 市大 住池
島48番1ほか7筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず･コンクリートくず及び
陶磁器くず、がれき類

破砕･選別･
固 形 燃 料
化･圧縮

破砕
4.80t/日(廃プラスチック類)
7.52t/日(木くず)
10.16t/日(がれき類)
破砕
72.06t/ 日 (廃プラスチック
類)
88.07t/日(木くず)
84.64t/日(がれき類)
破砕
60t/日(廃プラスチック類)
96t/日(木くず)

31 (有)ミライ産業 向 日市 鶏冠 井町
南金村17-1ほか2
筆

がれき類 破砕 960t/日

32 (株)ベストプランニン
グシステム

城 陽市 久世 荒内
158番地､160番地
1､160番地3

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、動
植物性残さ、金属くず、ガ
ラスくず･コンクリートくず
及び陶磁器くず、がれき
類、ゴムくず

選別･破砕 破砕
4.73t/日(廃プラスチック類)
4.86t/日(木くず)

33 (株)ホンジョー 城 陽市 平川 浜道
裏48番4

廃プラスチック類、金属く
ず、ガラスくず･コンクリー
トくず及び陶磁器くず(廃
板ガラスに限る。)

破砕･分離 8.65t/日

34 瑞穂環境産業(有) 船 井郡 京丹 波町
井脇高ノ扈9番､10
番1

廃 プラスチック 類、 木く
ず、金属くず、がれき類
(瓦くずに限る。)

破砕 破砕
2.8t/日(廃プラスチック類)
4.56t/日(がれき類)
破砕
4.8t/日(木くず)

35 共栄建設(株) 船 井郡 京丹 波町
水戸白次郎13番3
ほか10筆

木くず、がれき類 破砕 360t/日（がれき類）
4.84ｔ/日（木くず）

36 (有)和束砕石 相 楽郡 和束 町大
字木屋小字宮ノ谷
33番地ほか41筆

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず(コンク
リ ー ト く ず、瓦 くずに限
る。)、がれき類

破砕 1,392.3t/日
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

京都府内　（京都府内の政令市から許可を得ている処理業者を除く）

37 (株)プレミツクアス 長 岡京 市勝 竜寺
近竹1番地ほか11
筆
福 知山 市大 江町
在田355番地ほか
15筆

がれき類 破砕･溶融 破砕･溶融
480t/日
破砕
445.5t/日

38 前田道路(株) 長 岡京 市勝 竜寺
蔵道13番ほか7筆

がれき類 破砕 960t/日

39 (株)浜橋工業 長 岡京 市勝 竜寺
町一11 番地 ほか
10筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず･コンクリートくず及び
陶磁器くず、がれき類、
第13号廃棄物(建設系汚
泥、ガラスくず･コンクリー
トくず及び陶磁器くず及び
がれき類をコンクリート固
化したものに限る。)、汚
泥(建設系汚泥に限る。)

破砕･分離･
脱 水 ･ コ ン
ク リ ー ト 固
化･選別

破砕
199.4t/ 日 (廃プラスチック
類)
381.8t/日(木くず)
806.6t/日(がれき類)
破砕
960t/日(がれき類)

40 (株)三幸産業 綴 喜郡 井手 町大
字 井手 小字 久保
48番地の1ほか16
筆

金属くず、ガラスくず･コン
クリートくず及び陶磁器く
ず(パイル杭に限る。)、が
れ き 類 ( コ ンク リー ト廃
材 、ア スフ ァル トコ ンク
リート廃材及び線路敷石
に限る。)

破砕 840t/日

41 (株)エスケーコーポ
レーション

綴 喜郡 宇治 田原
町大字郷ノ口小字
西ノ山30番4

木くず 破砕 64.79t/日

42 (有)京奈リサイクル 綴 喜郡 宇治 田原
町 大字 郷之 口小
字豊前丈100番地
の2

がれき類(コンクリート廃
材 、ア スフ ァル トコ ンク
リート廃材に限る。)

破砕 320t/日

43 今井工業(株) 南 丹市 園部 町越
方ヒズミ1番2ほか
7筆
船 井郡 京丹 波町
下粟野下山1番1
ほか13筆､西河内
大谷30番4､31番4

がれき類 破砕 破砕
480t/日
破砕
2,320t/日

44 カンポリサイクルプ
ラザ(株)

南 丹市 園部 町高
屋西谷1番地ほか
25筆

汚泥、廃油、廃酸、廃ｱﾙ
ｶﾘ、廃プラスチック類、紙
くず、木くず、繊維くず、動
植物性残さ、動物系固形
不要物、ゴムくず、金属く
ず、ガラスくず･コンクリー
トくず及び陶磁器くず

焼 却 、 破
砕、堆肥化

焼却
30㎥/日(汚泥)
36㎥/日(廃油)
56t/日(廃プラスチック類)
106t/日(その他の産業廃
棄物)
破砕
81.2t/日(廃プラスチック類)
43.4t/日(木くず)

45 寺尾道路(株) 南 丹市 園部 町上
木崎町 峠尻 30番
13ほか5筆

がれき類(アスファルトコ
ンクリート 廃材 、コ ンク
リート廃材に限る。)

破砕 720t/日

46 (株)山陰土建 南 丹市 園部 町埴
生屋本4番1ほか4
筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず･コンクリートくず及び
陶磁器くず、がれき類

破砕 破砕
320t/日(がれき類)
破砕
2.913t/ 日 (廃プラスチック
類)
4.570t/日(木くず)

47 (有)都商事 南 丹市 園部 町埴
生藪ノ内3番1及び
4番
南 丹市 園部 町埴
生中西111番1

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず･コンクリートくず及び
陶磁器くず、がれき類

破砕 破砕
1.52t/日(廃プラスチック類)
破砕
2.4t/日(木くず)
破砕
391.2t/日(がれき類)
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京都府内　（京都府内の政令市から許可を得ている処理業者を除く）

48 (株)フォース 南 丹市 日吉 町志
和賀大物1番1ほ
か3筆

がれき類、木くず、廃プラ
スチック類、紙くず、繊維
くず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず、汚泥
(無機性汚泥に限る。)

破 砕 ･ 選
別・造粒固
化

破砕
720t/日(がれき類)
120t/日(木くず)
破砕
36.8t/日(廃プラスチック類)
破砕
17t/日(ガラスくず･コンク
リートくず及び陶磁器くず
(石膏ボードに限る｡))

49 (株)大剛 八幡市上奈良日ノ
尾1番7ほか21筆
長 岡京 市神 足寺
田17番2ほか4筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず･コンクリートくず及び
陶磁器くず、がれき類、
汚泥、廃酸、廃アルカリ、
動植物性残さ

破砕•分離•
固 形 燃 料
化・圧縮•選
別

破砕
13.6t/日(木くず)
破砕
19.2t/日(木くず)
破砕
17.04t/ 日 (廃プラスチック
類)
26.8t/日(木くず)
51.6t/日(がれき類)

50 サコダ砕石(株) 舞 鶴市 字下 漆原
小字長谷10155番
地ほか3筆

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず(コンク
リートくずに限る。)、がれ
き類

破砕 480t/日

51 (有)舞鶴清掃社 舞 鶴市 字喜 多小
字宮崎31番地8

廃 プラスチック 類、 木く
ず、金属くず

破砕･減容
固化

破砕
2.48t/日(廃プラスチック類)
2.96t/日(木くず)

52 環境テクニカル(株) 舞 鶴市 字森 小字
峠53番1､54番2及
び54番3

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず(コンク
リートくずに限る。)、がれ
き類

破砕 272t/日

53 (有)舞鶴リサイクル
センター

舞 鶴市 字登 尾小
字 樋 ノ 口 776 番 ､
777番

廃 プラスチック 類、 木く
ず、金属くず、ガラスくず･
コンクリートくず及び陶磁
器くず

破砕 20t/日(木くず)

54 田中プラント(株) 舞 鶴市 字余 部上
小字奥山333番ほ
か35筆

がれき類 破砕 960t/日

55 サン開発(株) 舞 鶴市 字和 江小
字 城 ヶ 腰 886 番 ､
904番

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず(再生
利 用 で き る も の に 限
る。)、がれき類

破砕 320t/日

56 井木商事(株) 舞 鶴市 大字 小倉
小字タコ田182番
地1ほか13筆
舞 鶴市 大字 安岡
小字笹タラ301番
地38､301番地56

廃 プラスチック 類、 木く
ず、金属くず、ガラスくず･
コンクリートくず及び陶磁
器くず

破砕 3.84t/日(廃プラスチック類)
75.3t/日(木くず)
73.4t/日(木くず)

57 大谷生コン(株) 舞 鶴市 大字 森小
字峠66番

がれき類 破砕 480t/日

58 足立木材(株) 福 知山 市字 岩井
小字竹ヶ尻89番7
ほか2筆

木くず 破砕 118t/日

59 西田工業(株) 福 知山 市字 岩間
小字塩 津17 番地
の2ほか9筆

がれき類(アスファルトコ
ンクリート廃材に限る。)

破砕 400t/日

60 (株)近畿環境開発 福 知山 市字 正明
寺小字向野15番2
ほか2筆
福 知山 市字 堀小
字 段 畑 2885 番 ､
2521番 (がれき類
の破砕に限る｡)
福 知山 市字 川北
小字ｷﾛｸｼﾞ13番11
ほか3筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、金属くず、ガ
ラスくず･コンクリートくず
及び陶磁器くず、がれき
類

破砕•選別 破砕4.8t/日
破砕311.2t/日
選別1,040㎥/日
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

京都府内　（京都府内の政令市から許可を得ている処理業者を除く）

61 山路産業(株) 福 知山 市字 正明
寺小字向野5番地
4

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、金
属くず、ガラスくず･コンク
リートくず及び陶磁器く
ず、がれき類(鉄筋コンク
リート･アスファルトを除
く。)

破砕 16t/日(がれき類)
10t/日(木くず)
3.7t/日(廃プラスチック類)

62 大成ロテック(株) 福 知山 市字 牧小
字 狭 間1349 番地
ほか23筆

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず、がれ
き類

破砕 640t/日

63 (有)将楽産業 福 知山 市大 江町
千 原 小 字 江 口
1131番地13
福 知山 市大 江町
南 有路 小字 十倉
奥山528番4

ガラスくず･コンクリートく
ず及び陶磁器くず、がれ
き類(コンクリート廃材、ア
スファルトコンクリート廃
材に限る。)、汚泥(生コン
クリートに限る。)、燃え殻
(火力発電所から排出さ
れるものに限る。)、汚泥
(浄水汚泥に限る。)

破 砕 • 天 日
乾 燥 • 造 粒
固化

破砕
400t/日

64 (株)大江砕石 福 知山 市大 江町
天 田内 小字 権現
尾8050ほか18筆

がれき類 破砕 1,360t/日

65 三重中央開発(株) 木 津川 市加 茂町
大畑背谷38番地1
ほか94筆

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず･コンクリートくず及び
陶磁器くず、がれき類

選別･破砕 破砕
952t/日(がれき類)
破砕
48t/日(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)
破砕
60t/日(木くず)
選別
190t/日
破砕
61.44t/ 日 (廃プラスチック
類)
67.36t/日(木くず)
90.00t/日(がれき類)

66 (有)プラテック 与 謝郡 与謝 野町
字温江328番地2

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず

破砕･減容 破砕
16t/日(廃プラスチック類)
32t/日(木くず)

67 安田産業(株) 与 謝郡 与謝 野町
字 岩滝 小字 野田
2501番地ほか2筆
(脱水)
与 謝郡 与謝 野町
字 岩滝 小字 野田
2364番地ほか1筆
(破砕)

汚泥、ガラスくず･コンク
リートくず及び陶磁器くず
( コ ン ク リ ー ト く ず に 限
る。)、がれき類

脱水･破砕 破砕
100t/日

68 山陰丸和林業(株) 与 謝郡 与謝 野町
字 石川 小字 鋤先
930番1ほか6筆

木くず 破砕 131.2t/日
245.2t/日

69 江笠建材(株) 与 謝郡 与謝 野町
字 与謝 小字 赤石
7222-7ほか2筆

がれき類 破砕 680t/日
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京都市

1 株式会社アダチ 京 都市 伏見 区横
大 路天 王前 保留
地番号第87 －11
号地

廃 プラスチック 類、 木く
ず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず

破砕 13.5㎥/日(8h) 優良認定

2 株式会社京都環境
保全公社

京 都市 伏見 区横
大路千両松町126
番地

汚泥、廃油、廃酸、廃ア
ル カリ 、廃 プラスチック
類、紙くず、木くず、繊維く
ず、動植物性残さ、動物
系不要物、ゴムくず、金
属くず、ガラスくず、がれ
き類

焼 却 、 破
砕、圧縮固
化、減容固
化、選別

焼却
100t/日
破砕
29.7t/日(廃プラスチック類)
104.4t/日(木くず)
268.2t/日(がれき類)

優良認定

3 株式会社ジェネス 京 都市 南区 上鳥
羽石橋町16番地

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

選別、破砕 破砕
16.8t/日(木くず)
破砕
4.9t/日(廃プラスチック)

優良認定

4 日本ウエスト株式会
社

京 都市 伏見 区横
大路千両松町9番
地1

燃え殻、汚泥、廃プラス
チック類、紙くず、木くず、
繊維くず、動植物性残さ、
ゴムくず、金属くず、ガラ
スくず、がれき類

破 砕 、 選
別、圧縮固
化、堆肥化

破砕
5.4t/日（8h）
8.4t/日（8h）
27.6t/日（8h）

優良認定

5 光アスコ ン株 式会
社

京 都市 伏見 区横
大路千 両松 町78
番地

汚泥、廃油、廃酸、廃ア
ル カリ 、廃 プラスチック
類、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず、がれき類

破 砕 、 焼
却、圧縮固
化

焼却
34.1t/ 日（24h）（廃プラス
チック）
48.0t/日（24h）（その他廃
棄物の混焼）
破砕
960t/日（8h）

優良認定

6 伏見クリエイト株式
会社

京 都市 伏見 区久
我西出町4番地38

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

破砕 33.9t/日（8h）(廃プラスチッ
ク)
92.7t/日（8h）(木くず）
117.9t/日（8h）(がれき類）

優良認定

7 木材開発株式会社 京 都市 伏見 区横
大路千 両松 町45
－1－2

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず

破砕 290t/日（14.5h）
20t/h

優良認定

8 株式会社山本清掃
( 京 都 ク リ ア セ ン
ター)

京 都市 伏見 区横
大路千両松町196
番地の1

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

選 別 、 破
砕、切断

優良認定

9 エコライン有限会社 京 都市 南区 吉祥
院大河 原町 11番
地

紙くず、ガラスくず（石膏
ボードに限る。）

破砕

10 有限会社エヌズトラ
ンス

京 都市 南区 上鳥
羽南鉾 立町 49番
地1

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

選 別 、 破
砕、減容固
化

破砕
2.2t/日（8h）(ペットボトル)

11 株式会社エム・アー
ル・シー

京 都市 南区 上鳥
羽麻ノ本町23番地
5・23番地6・保留
地117-1

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破 砕 、 選
別、減容固
化

破砕
計4.7t/日(廃プラスチック)

12 株式会社太田建設 京 都市 左京 区静
市野中町408番地

がれき類 破砕

13 株式会社おおふで 京 都市 伏見 区久
我西出町4番地6

汚泥（生コンクリートに限
る。）、ガラスくず、がれき
類（コンクリートくずに限
る。）

破砕

14 有限会社カナオカ 京 都市 南区 上鳥
羽塔ノ森柴東町38
番地の2

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

破砕

15 株式会社関西総合
リサイクルセンター

京 都市 南区 上鳥
羽角田町21番地

紙くず、ガラスくず（廃石
膏ボードに限る。）

破砕
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京都市

16 株式会社カンポ 京 都市 伏見 区羽
束師古川町235番
地他

燃え殻（熱しゃく減量20%
以上のものに限る。）、廃
プラスチック類、紙くず、
木くず、繊維くず、動植物
性残さ、ゴムくず、金属く
ず、ガラスくず、がれき類

選別、圧縮
固化、破砕

310㎥/日（8h）

17 株式会社京環 京 都市 伏見 区久
我西出町3－20

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

破砕、選別

18 京都エコクリエイト
株式会社

京 都市 南区 上鳥
羽卯ノ花14番地3

廃プラスチック類（ペット
ボトル・発泡スチロール
に限る。）

破砕、減容
固化

19 京都合砕株式会社 京 都市 伏見 区横
大路松 林町 18番
地の1

がれき類 破砕 560ｔ/日(8h）

20 京都コン砕株式会
社

京 都市 伏見 区下
鳥羽上向島町102

汚泥（建設系汚泥 に限
る。）、がれき類

脱 水 ・ 固
化、破砕

21 旭興産業株式会社 京 都市 伏見 区横
大路千 両松 町60
番4他

汚泥、廃プラスチック類、
金属くず、ガラスくず

破砕・選別 6t/日(8h)(蛍光灯)
120kg/h(ランプ類)

22 近畿砕石株式会社 京 都市 左京 区静
市野中町395番地
の1他

がれき類 破砕

23 株式会社京北土木 京 都市 右京 区京
北 下弓 削町 神楽
田1番地3

がれき類 破砕

24 株 式 会 社 建 友 会
ホームドクター

京 都市 伏見 区淀
樋爪町519番地

廃 プラスチック 類、 木く
ず、金属くず

破砕

25 有限会社千両松 京 都市 伏見 区横
大路千両松町51、
52、53番地

ガラスくず（コンクリートく
ずに限る。）、がれき類

破砕

26 大樹ＣＯＭＰＡＮＹ株
式会社

京 都市 南区 上鳥
羽火打形町2番7

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず

破砕

27 有限会社東洋物産 京 都市 伏見 区羽
束師古川町255番
地

紙くず、木くず、がれき類 破砕

28 豊坂建材株式会社 京 都市 西京 区樫
原芋峠60番地の3

ガラスくず、がれき類 破砕

29 株式会社トヨダ 京 都市 伏見 区中
島外山町111番地
1

廃プラスチック類 破砕

30 株式会社浜橋工業 京 都市 伏見 区深
草 扇ケ 原町 21番
地

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず

破砕 3.9t/ 日 (8h)(廃プラス チッ
ク・ゴムくず)
27.7t/日(木くず)

31 早河建設株式会社 京 都市 右京 区京
北 栃本 町南 川原
43番地の1

木くず、動植物性残さ 固 形 燃 料
化

32 株式会社美創 京 都市 西京 区大
枝 沓 掛 町 26-308
（西山団地内）

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

破砕

33 株 式 会 社
HIRAYAMA

京 都市 伏見 区深
草神明 講谷 町29
番地

汚泥、廃プラスチック類、
紙くず、木くず、繊維くず、
ゴムくず、金属くず、ガラ
スくず、がれき類

選 別 、 破
砕 、 固 化、
脱水

34 株式会社フォース 京 都市 右京 区京
北 浅 江 町 西 山 3
番、5番1

がれき類 破砕
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

京都市

35 株式会社マルトク産
業

京 都市 山科 区勧
修寺北大日町226
番1

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

選別、破砕

36 株式会社村田建材 京 都市 南区 上鳥
羽北戒 光町 23番
地、24番地

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

破砕

37 株式会社洛東建設 京 都市 南区 吉祥
院長田町10番地

ガラスくず、がれき類 破砕

38 有限会社ReEARTH 京 都市 伏見 区深
草神明講谷町4

木くず 破砕

39 株式会社りさいくる
inn京都

京 都市 南区 東九
条南松 田町 34番
地

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

破砕 破砕
15t/日（8h）(木くず)
破砕
80t/日（8h） (紙くず・木く
ず・繊維くず)
60t/日（8h）(金属くず・ガラ
スくず・がれき類)
3.2t/日（8h）(廃プラスチッ
ク類・ゴムくず)
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（4） 奈良県内 

 

  

奈良県内　産業廃棄物処理業者リスト　（木くず・廃プラスチック・がれき/焼却・破砕を含む事業者）

No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

奈良県内　（奈良県内の中核市から許可を得ている処理業者を除く）

1 有限会社アサヒ開
発

奈 良県 御所 市大
字元町315番地

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず(石綿除く)、が
れき類(石綿除く)

破砕

2 有限会社飛鳥環境
開発

奈 良県 橿原 市膳
夫町404番地

廃プラスチック類(石綿除
く)、木くず、紙くず、繊維く
ず、ゴムくず

破砕

3 株式会社今西組 奈 良県 吉野 郡十
津 川村 大字 風屋
374番地

紙くず、木くず、繊維くず
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

焼却

4 株式会社今西商店 奈 良県 橿原 市飯
高町157番1

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず(石綿除く)、が
れき類(石綿除く)

破砕・切断

5 株式会社上田建設 奈 良県 御所 市大
字本馬143-1

ガラスくず(石綿除く)、が
れき類(石綿除く)

破砕 320t/日

6 内村興産株式会社 奈 良県 生駒 市東
生駒1丁目77-6

ガラスくず(石綿除く)、が
れき類(石綿除く)

破砕 600t/日 優良

7 栄和建設株式会社 奈 良県 葛城 市兵
家261番地

木くず 破砕

8 株式会社岡野土木
建材

奈 良県 宇陀 市榛
原大字 高塚 80番
地

木くず 破砕

9 株式会社ガイアート 奈 良県 大和 郡山
市今国府町6番9､
椎木町384番4､今
国府町20

ガラスくず(石綿除く)、が
れき類(石綿除く)

破砕

10 株式会社梶本建材 奈 良県 磯城 郡川
西町大字下永960
番1、961番1

ガラスくず(石綿除く)、が
れき類(石綿除く )(コンク
リート塊、アスファルトコ
ンクリート塊に限る)
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破砕

11 株式会社川勝興産 奈 良県 御所 市大
字古瀬1287番3の
一部

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破砕

12 川上村森林組合 吉 野郡 川上 村大
字西河 字坂 呑18
番2外2筆

木くず
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破砕

13 有限会社北大和開
発

奈 良県 北葛 城郡
上 牧町 大字 上牧
4666

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず(石綿除く)、が
れき類(石綿除く)

破砕

14 株式会社クボクリー
ンサービス

奈 良県 香芝 市尼
寺一丁目8番､9番

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず(石綿除く)
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破 砕 ・ 圧
縮・減容固
化

破砕 4.9t/日
(廃プラスチック類、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムくず)

優良
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

奈良県内　（奈良県内の中核市から許可を得ている処理業者を除く）

15 有限会社グローバ
ル開発

奈 良県 葛城 市中
戸321-2、322-1

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破砕 2.9t/日 優良

16 株式会社小倉開発 奈 良県 香芝 市尼
寺333-1､333-3

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破砕

17 株式会社坂本興業 奈 良県 御所 市大
字室字西口15番2

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず(石綿除く)、が
れき類(石綿除く)

破砕

18 三建工業株式会社 奈 良県 橿原 市曲
川町7丁目627番、
628番の一部

がれき類(石綿除く) 破砕

19 株式会社四季園 奈 良県 生駒 市小
倉寺町277番 2の
一部

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず(石綿除く)、が
れき類(石綿除く)

破砕

20 株式会社JUNコー
ポレーション

奈 良県 橿原 市東
竹田町169番地2、
169番地3

(圧縮 )廃プラスチック類
(石綿除く )、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず(石綿
除く)
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く
(破砕 )廃プラスチック類
(石綿除く )、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

圧縮

21 株式会社章南 奈 良県 御所 市大
字元町137番地の
21

廃プラスチック類(石綿除
く)

破砕

22 株式会社セイケ商
事

香 芝市 大字 尼寺
580番4

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず

破砕

23 有限会社宗大 奈 良県 葛城 市南
花内252番地 の1
の一部

ガラスくず(石綿除く)、が
れき類(石綿除く)
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破砕

24 有限会社大志 奈 良県 橿原 市新
堂町281番の8外3
筆

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず(石綿除く)、が
れき類(石綿除く)
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破砕

25 大泉運輸株式会社 奈 良県 五條 市二
見 5-1145 ､ 1146 ､
1147-1 ､ 1148-1 ､
1166-1 ､ 1167 ､
1168-2､1474

木くず
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破砕

26 太洋エンジニアリン
グ株式会社

奈 良県 吉野 郡十
津 川村 大字 七色
157番の一部

木くず 破砕

27 株式会社大和化銀 奈 良県 宇陀 市室
生向渕2249番137

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず、金属くず

破砕
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

奈良県内　（奈良県内の中核市から許可を得ている処理業者を除く）

28 有限会社大和環境
サービス

北 葛城 郡河 合町
大字穴闇130-6

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破砕

29 有限会社大和産業
環境社

奈 良県 北葛 城郡
上 牧町 大字 中筋
出作240番3

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず(石綿除く)

破砕

30 有限会社拓栄興産 奈 良県 葛城 市梅
室138番12､138番
13

(破砕 )廃プラスチック類
(石綿除く )、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず
(固化)汚泥

破砕、固化 破砕
4.5ｔ/日

優良

31 株式会社中和営繕 桜 井市 大字 浅古
1079､1080､1086-
1 ､1087-1 ､1088-
1､1097-1､今井谷
507外1､720

(破砕 )廃プラスチック類
(石綿除く )､紙くず､木く
ず､繊維くず､ゴムくず､金
属くず､ガラスくず(石綿除
く)､がれき類(石綿除く)
(圧縮 )廃プラスチック類
(石綿除く )､紙くず､木く
ず､繊維くず､ゴムくず､金
属くず､ガラスくず(石綿除
く)
(焼却)汚泥､廃油､廃プラ
スチック類(石綿除く)､紙く
ず､木くず､繊維くず

破砕、圧
縮、焼却

32 株式会社鶴田商店 （１）奈良県磯城郡
田 原 本 町 味 間
317-1
（２）奈良県磯城郡
田 原 本 町 味 間
317-7、317-8

(圧縮・切断)廃プラスチッ
ク類(石綿除く)、紙くず、
木くず、金属くず、ガラスく
ず(石綿除く)
(破砕 )廃プラスチック類
(石綿除く )、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず(石綿
除く)、がれき類(石綿除く)

圧 縮 ・ 切
断、破砕

破砕
4.79t/日（廃プラ）
4.86t/日（紙くず）
4.46t/日（木くず）
3.28t/日（繊維くず）
4.61t/日（ゴムくず）
4.29t/日（金属くず）
4.05t/日（ガラスくず）
4.05t/日（コンクリート類）

33 徳本砕石工業株式
会社

奈 良県 吉野 郡大
淀町芦原531-1

がれき類(石綿除く) 破砕

34 株式会社中家建設 奈 良県 吉野 郡下
市町大字原谷245
外12筆

木くず 破砕

35 株式会社中作 奈 良県 宇陀 市菟
田野宇賀志667番
1､678番､679番

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず

破砕

36 奈良県アスコン協
同組合

奈 良県 大和 郡山
市 額 田 部 北 町
1137番地1外5筆

(破砕)がれき類(石綿除く)
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破砕

37 奈良総合リサイクル
センター株式会社

奈 良県 御所 市大
字多田572番1外5
筆

汚泥(無機性 )、廃プラス
チック類(石綿除く)、紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず(石綿除く)、鉱さい、が
れき類(石綿除く)

破砕・減容
固化・天日
乾燥

38 奈良マテリアル株式
会社

奈 良県 御所 市大
字城山 台90 番地
の20

燃え殻、ばいじん、汚泥
(無機性)、ガラスくず(石
綿除く)、がれき類(石綿
除く)

造粒固化

39 株式会社奈良リサ
イクル

御 所市 大字 池之
内528番1の一部､
528番2

廃プラスチック類 (廃タイ
ヤに限る)(石綿除く)、ゴ
ムくず(廃タイヤに限る)

破砕
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

奈良県内　（奈良県内の中核市から許可を得ている処理業者を除く）

40 株式会社ＮＡＮＢＵ 大 和郡 山市 長安
寺町276-2

(溶融 )廃プラスチック類
(発泡スチロールに限る)
(破砕 )廃プラスチック類
(石綿除く)、木くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず
(石綿除く)、がれき類(石
綿除く)
(圧縮 )廃プラスチック類
(石綿除く)、金属くず、紙く
ず、繊維くず
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

溶 融 、 破
砕、圧縮

破砕
4.88t/日(廃プラ)
13.84t/日(木くず)
12.96t/日(ゴムくず)
31.2t/日(金属くず)
13.84t/日(ガラスくず)
19.68t/日(コンクリート類)

41 日章金属興業有限
会社

奈 良県 葛城 市兵
家 171-1 ､ 171-7 ､
152-7 ､ 152-12 ､
166-3､1566

廃プラスチック類(石綿除
く)、金属くず、ガラスくず
(石綿除く)(鉄もしくは鉄
混合金属を含む廃通信
ケーブル類に限る)

破砕

42 株式会社ヒカリワー
ルド

奈 良県 五條 市住
川町1309番

廃プラスチック類(石綿除
く)、ゴムくず

破砕

43 株式会社樋口商店 奈 良県 生駒 市北
田原町1808番地､
1809番地､1810番
地

紙くず、木くず 焼却

44 北和商事株式会社 奈 良県 大和 郡山
市小泉町2506番1

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず

破砕

45 株式会社丸山土木 奈 良県 御所 市大
字小林２５８番地
の５

(破砕 )廃プラスチック類
(石綿含除)、紙くず、ガラ
スくず(石綿含除)、がれき
類(石綿含除)
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く
(天日乾燥)汚泥(無機性
に限る、水銀ばいじん除)
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破砕、天日
乾燥

46 株式会社みやこ建
材

奈 良県 大和 郡山
市 九 条町 29-3の
一 部 ､ 29-5 の 一
部､31-1の一部

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず

破砕

47 村本道路株式会社 橿原市曲川町708
番1外3筆

がれき類(石綿除く) 破砕

48 株式会社山田土木 奈 良県 宇陀 郡御
杖 村大 字土 屋原
3226番､3227番

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、金属くず、ガラスくず
(石綿除く)、がれき類(石
綿除く)
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破砕

49 大和環境リサイクル
株式会社

奈 良県 宇陀 市菟
田野宇賀志4番3

廃プラスチック類(石綿除
く)、木くず

破砕

50 株式会社ヤマト興
産

奈 良県 五條 市二
見5丁目1183-1の
一 部 ､ 1184-1 ､
1184-4､1184-5の
一部

がれき類(石綿除く) 破砕

51 株式会社ヤマト産
業サービスセンター

奈 良県 香芝 市尼
寺605番外2筆

廃プラスチック類(石綿除
く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず

破砕
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

奈良県内　（奈良県内の中核市から許可を得ている処理業者を除く）

52 株式会社正光 奈 良県 御所 市大
字樋野461番地の
一部､戸毛1116番
地外1筆､1082番1

汚泥(無機性、水銀ばい
じん除)、廃プラスチック類
(石綿除く )、紙くず、木く
ず、繊維くず、ガラスくず
(石綿除く)、がれき類(石
綿除く)(ガラスくず、がれ
き 類 に つ い て は コ ンク
リート塊、アスファルトコ
ンクリート塊に限る)
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破砕・天日
乾燥

兼最終処分場

53 奈良県合同砕石株
式会社

吉 野郡 吉野 町津
風呂184番の一部

廃プラスチック類(石綿除
く)､紙くず､木くず､繊維く
ず､ゴムくず､金属くず､ガ
ラスくず(石綿除く)､がれ
き類(石綿除く)
※水銀使用製品産業廃
棄物を除く

破砕 兼最終処分場

54 日本資環株式会社 奈 良県 五條 市西
吉 野 町奥 谷1249
番地、1251番地の
各一部

廃プラスチック類(石綿除
く)、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず(石綿除く)、が
れき類(石綿除く)

破砕 4.4t/日(廃プラスチック類)
4.4t/日(ゴムくず)
4.08ｔ/日(金属くず)
3.76t/日(ガラスくず)
4.48ｔ/日(コンクリート類)

優良
兼最終処分場

55 株式会社丸山土木 奈 良県 御所 市大
字小林756番 外7
筆

木くず 破砕 兼最終処分場

奈良市

1 有限会社日出産業 奈 良県 奈良 市北
之庄西町二丁目6
番地の6

廃 プラスチック 類、 木く
ず、金属くず、ガラスくず、
がれき類

破砕 奈良市

2 有限会社丸進商会 奈 良県 奈良 市北
之庄西町一丁目5
番2、5番3

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

破砕 奈良市

3 株式会社ダイケン 奈 良県 奈良 市北
之 庄西 町二 丁目
11番6､11番地10､
11番地1

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

破砕 奈良市

4 三洋商事株式会社 奈 良県 奈良 市藺
生町432番1

廃 プラスチック 類、 木く
ず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず、がれき類

破砕 2.9ｔ/日(廃プラスチック類)
4.8ｔ/日(木くず)
4.9ｔ/日(ゴムくず)
19.2ｔ/日(金属くず)
14.4ｔ/日(ガラスくず等)
17.3ｔ/日(がれき類)

優良
奈良市

5 中央開発株式会社 奈良市藺生町フロ
田416番1 ､416番
2､418番1､418番4

廃 プラスチック 類、 紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

破砕 奈良市

6 株式会社Ｉ・Ｔ・Ｏ 奈 良県 奈良 市南
庄町136番地

燃え殻、ばいじん、鉱さ
い、汚泥(無機性)、廃プラ
スチック類(石綿除く)、紙
くず、繊維くず、ガラスくず
(石綿除く)

破砕・溶融
固化・混練
固化・圧縮

優良
奈良市
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（5） 和歌山県内 

 

  

和歌山県内　産業廃棄物処理業者リスト　（木くず・廃プラスチック・がれき/焼却・破砕を含む事業者）

No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

和歌山県内　（和歌山県内の中核市から許可を得ている処理業者を除く）

1 （株）共栄産業 伊都郡かつらぎ町
大字志賀641番地
の1外2筆

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④繊維くず
⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず ⑧が
れき類

破砕 破砕
4.82t/日 ①～⑥
破砕
29.04t/日 ③
破砕
30～100t/h ⑦⑧

2 （有)木村組砂利 伊都郡かつらぎ町
大字丁ノ町2538-1
番地外1筆

①汚泥（セメント・同製品
製造業から排出する乾
燥した無機性汚泥であっ
て、路盤材の原料となる
ものに限る） ②ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず ③がれき類

破砕 400t/日

3 牧野 禎穂 伊 都郡 九度 山町
大字九度山439番
地

①がれき類 破砕 40t/h

4 シンアンドケイ商事
（有)

海 南市 下津 町下
津字虫上618番地

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④繊維くず
⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず ⑧が
れき類

破砕 4.724t/日

5 （株）ライオンズ興産 海 南市 下津 町上
60番1

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④ゴムくず
⑤金属くず ⑥ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁
器くず ⑦がれき類 ⑧汚
泥（建設業及びセメント・
同製品製造業から排出
す る 無 機 性 汚 泥 に 限
る。）

天日乾燥・
造粒固化・
破砕

破砕
1.92t/日 ①～⑥
破砕
4.8t/日 ①③⑤⑥⑦

6 （有)はまゆう園 海南市大野中843
番1外4筆

①木くず 破砕 4.7t/日

7 風吹共同 アス コン
(株 )

岩 出市 押川 字倉
谷455番1

①ガラスくず・コンクリート
くず及び陶磁器くず ②が
れき類

破砕 320t/日

8 （株）ＫＳＰ 岩 出市 押川 字倉
谷455番2外1筆

①汚泥（建設業及びセメ
ント・同製品製造業から
排出する無機性汚泥で
あって、乾燥後に路盤材
の原 料と なる もの に限
る） ②ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず
③がれき類

破砕・天日
乾燥

320t/日 ①～③

9 司建設工業(株) 岩 出市 押川 字風
吹水呑谷459番1

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④繊維くず
⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず⑧がれ
き類

破砕・選別 破砕選別
90t/h ⑦⑧
破砕
80t/日 ③
破砕
1.95t/日 ①②④⑤⑥
選別
97.6t/日 ①～⑦
破砕
4.16t/日 ③

10 (株)タイボー 岩出市金池219番
5

①廃プラスチック類 ②繊
維くず

破砕 破砕
4t/日 ①②

11 西浦 幹康 紀 の川 市貴 志川
町北414番地1

①廃プラスチック類 ②金
属くず ③ガラスくず・コン
クリートくず及び陶磁器く
ず ④がれき類

選別
824t/日
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

和歌山県内　（和歌山県内の中核市から許可を得ている処理業者を除く）

12 紀北造園土木(株) 紀 の川 市荒 見字
西筋849番1

①木くず 破砕 破砕
80t/日
破砕
56.4t/日

13 （株）真永 紀 の川 市神 通字
村内200番2

①木くず 破砕 339t/日

14 赤井工業(株) 紀 の川 市神 通字
村内200番2外1筆

①汚泥（無機性汚泥に限
る。） ②ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず
③鉱さい ④がれき類

破砕・天日
乾燥・造粒
固化

破砕
110t/h ①～④

優良

15 (株)Ｋ．クリーン 紀 の川 市打 田字
小門658 番1

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④繊維くず
⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず ⑧が
れき類 （⑦⑧はＡＬＣパ
ネルその他これに類する
ものに限る）

破砕 破砕
4.89t/日

16 (株)大瀧商店 紀 の川 市田 中馬
場字西原167番3、
167番4

①燃え殻 ②汚泥 ③廃プ
ラスチック類 ④紙くず ⑤
木くず ⑥繊維くず ⑦ゴム
くず ⑧金属くず ⑨ガラス
くず・コンクリートくず及び
陶磁器くず ⑩鉱さい ⑪
ばいじん

圧縮・破砕 破砕・圧縮成型
破砕
4.88t/日
圧縮 17.8ｔ/日 ①～⑥、⑨
～⑪ (破砕は③～⑥及 び
⑨に限る。)

17 (株)井奥建材工業 紀 の川 市桃 山町
調月字城之段519
番1外4筆

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④繊維くず
⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず ⑧が
れき類石綿含有産業廃
棄物、水銀使用製品産
業廃棄物及び水銀含有
ばいじん等を含まない。

破 砕 ・ 切
断 ・ 減 容 ・
成 型 ・ 分
離 ・ 圧 縮 ・
梱包

破砕･切断
0.24～0.61t/h ①～⑧
減容･成型
0.5t/h ①～⑤
破砕
50t/h ⑧
破砕
4.6t/日 ③
破砕･分離
4.8t/日 ②⑦（廃石膏ボー
ド に限る）

最終処分場あ
り

18  大栄環境(株) 紀 の川 市粉 河字
別所谷3186番239
外5筆

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④繊維くず
⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず ⑧が
れき類

破 砕 ・ 圧
縮・梱包

選別
100t/日 ①～⑧
破砕（硬質系）
100t/日 ①～⑧
破砕（軟質系）
10t/日 ①～④
圧縮・梱包
24t/日①②④

優良

19 中一木材(株) 紀の川市北中386
番地2

①木くず 破砕 486.72t/日

20 鹿島道路(株) 橋 本市 学文 路字
福塚191番2

①ガラスくず・コンクリート
くず及び陶磁器くず ② が
れき類

破砕 90t/h

21 （株）福西工務店 橋 本市 隅田 町河
瀬 字 奥長 平1058
番外2筆

①紙くず ②木くず ③繊
維くず ④ガラスくず、コン
クリートくず及び陶磁器く
ず ⑤がれき類 ⑥動植物
性残さ

破 砕 ・ 焼
却・発酵

破砕
112t/日 ②
破砕
304t/日 ④⑤
焼却
450kg/h ①～③

22 （株）三高産業 橋 本市 上田 字瀧
谷792番24 外1筆

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④繊維くず
⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず ⑧が
れき類 ⑨動植物性残さ

破砕・焼却 破砕
26t/日 ①～⑧
破砕
13.74t/日 ①
焼却
4.4t/日 ②③④⑨

最終処分場あ
り

23 （株）ジャルク 橋本市神野々202
番地1

①廃プラスチック類 ②金
属くず ③ガラスくず・コン
クリートくず及び陶磁器く
ず

破砕 破砕
0.56t/日 ①
破砕
3.8t/日 ①～③

優良
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

和歌山県内　（和歌山県内の中核市から許可を得ている処理業者を除く）

24 （株）ワーク 橋 本市 神野 々字
下戸津井谷198番
1

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④繊維くず
⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず ⑧が

破砕 選別
163t/日
144.2t/日 ①～⑧
破砕
4.88t/日 ①～④

25 （株）岡利商事 橋 本市 神野 々字
西石畑1174番外3
筆、橋本市学文路
字躑躅尾310番

①木くず 破 砕 ・ 揉
摺・乾燥ペ
レット化

破砕・揉摺・乾燥ペレット化
200kg/h ①
破砕 4.24t/日 ①

26  大栄環境(株) 御 坊市 塩屋 町南
塩 屋 字 猪 ノ 谷
1752 番 外 3 筆 ※
紀の川市にも中間
処理施設あり

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④繊維くず
⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず ⑧が
れき類

破 砕 ・ 圧
縮・梱包

選別
126.1t/日 ①～⑧
破砕（硬質系）
146.4t/日 ①～⑧
破砕（軟質系）
31.2t/日 ①～⑤
圧縮・梱包
33t/日  ①～⑤

27 (株)幸輝開発 御 坊市 島字 外川
原1092番1外2筆

①ガラスくず・コンクリート
くず及び陶磁器くず ②が
れき類

破砕 80t/h

28 (株)梶原土建 御 坊市 湯川 町富
安字対所2365-2

①汚泥（生コンクリート製
造業又はコンクリート製
品製造業から生じる乾燥
又は固形化した無機性
汚泥に限る。） ②ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず ③がれき類

破砕 160t/日

29 （株）河崎砂利 新 宮市 熊野 川町
東敷屋字清水304
番

①ガラスくず・コンクリート
くず及び陶磁器くず ②が
れき類

破砕 293.4t/日 ①②

30 日本環境開発(株) 新 宮市 熊野 川町
宮井字和田向302
番1外3筆

①ガラスくず・コンクリート
くず及び陶磁器くず ②が
れき類

破砕 511.76t/日 ①②

31 南海物産（株） 新 宮市 熊野 川町
田長字123 番1

①がれき類 破砕 232t/日

32 （株)日比野生コン 新 宮市 相賀 字小
向695番7、705番

①汚泥（建設業及びセメ
ント・同製品製造業から
排出する乾燥した無機性
汚泥であって、路盤材の
原料となるものに限る）
②ガラスくず・コンクリート
くず及び陶磁器くず ③が
れき類

破砕 56t/h

33 （有)南クレーン 新 宮市 南桧 杖字
奥平野241番1外3
筆

①汚泥（無機性建設汚泥
及び浄水場汚泥に限る）
②ガラスくず・コンクリート
くず及び陶磁器くず ③が
れき類

破 砕 ・ 乾
燥・造粒固
化

破砕 480t/日 ①②③
乾燥 139.2t/日 ①
造粒固化 400㎥/日 ①

34 木下建設（株） 新 宮市 南桧 杖字
大谷247番地 外4
筆 移動式（木くず
破砕施設）

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④繊維くず
⑤ ゴ ムく ず ⑥ 金属 くず
⑦ガラスくず・コンクリート
くず及び陶磁器くず ⑧が
れき類

焼 却 ・ 破
砕 ・ 圧 縮 ・
梱包・溶解

焼却 176kg/h ②③④
破砕 12t/h ①～⑦
破砕 112.8t/日 ①
破砕 812.8/日 ③
破砕 85t/h ⑦⑧
選別 480㎥/日 ①～⑧
圧縮・梱包 6.6t/ 日 ①②
⑥
破砕溶融 80kg/日 ①

35 中納 哲史 新 宮市 南檜 杖字
田尾601番5

①廃プラスチック類 ②木
くず ③紙くず ④繊維くず
⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず ⑧が
れき類

破砕・圧縮 破砕 4.26t/日 ⑦⑧
破砕 2.66t/日 ①②⑤
圧縮 2.80t/日 ①③④⑥
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

和歌山県内　（和歌山県内の中核市から許可を得ている処理業者を除く）

36 (株)三崎舗道 新 宮市 南檜 杖字
尼 嶋 503 番 、504
番1

①がれき類 破砕 破砕 10t/h

37 ワシン建設（株） 西 牟婁 郡上 富田
町 生 馬 字 山 王
1205番外3筆

①汚泥（建設業及びセメ
ント・同製品製造業から
排出する乾燥した無機性
汚泥であって、路盤材の
原料となるものに限る)
②ガラスくず・コンクリート
くず及び陶磁器くず ③が
れき類

破砕 破砕 40t/h

38 （株）尾花組 西 牟婁 郡上 富田
町生馬字 松尾316
番28
西牟婁郡すさみ町
周 参 見 下 モ 山
5347番9

①木くず ②がれき類 破砕 破砕 210t/日 ①
破砕 156t/h ②
破砕 40t/h ②

39 (有 )クリーンセンタ
ーケイ・エム・ケイ

西 牟婁 郡上 富田
町朝来字 大内谷
1713番35外2筆

①汚泥（セメント・同製 品
製造業から排出する乾
燥した無機性汚泥に限
る。） ②廃プラスチック類
③紙くず ④木くず ⑤繊
維くず ⑥金属くず ⑦ガラ
スくず・コンクリートくず及
び陶磁器くず ⑧がれき類

破砕・切断 破砕 168t/h ①⑦⑧
破砕 20t/h ④
破砕 2.17t/日～3.41t/ 日
②～⑤
切断 3.6 ～21.8t/ 日 ②
～⑥

40 （有)日置川清掃 西 牟婁 郡白 浜町
大古字中洲537番
126外6筆

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④繊維くず
⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず ⑧が
れき類

破 砕 ・ 圧
縮 ・ 梱 包 ・
溶解

破砕 2.88t/日 ①～⑤
破砕 121.5t/日 ③
圧 縮 ・ 梱 包 0.28t/ 日 ①
（軟質系に限る）
破砕・溶融 0.16t/日 ①
選別 120㎥/日 ①～⑧

41 （株）田所建設 （がれき類の破砕
施設） 西牟婁郡す
さみ町周参見字幸
関1321番3
（木くずの破砕施
設） 西牟婁郡すさ
み町周参見 字平
尾581番外9 筆及
び移動式

①木くず ②がれき類 破砕 破砕 196.8t/日 ①
破砕 170t/h ②

42 田辺工業（有) 田 辺 市 下 三 栖
1475番地の8 9外
3筆

①廃油 ②紙くず ③木く
ず ④繊維くず ⑤動植物
性残さ ⑥がれき類

破砕・焼却 破砕 20t/h ③
破砕 43t/h ⑥
焼却 185kg/h ①～⑤

43 （株）丸山組 田 辺市 秋津 町字
大西1595 番71
田 辺市 下三 栖字
岩 屋 谷 147 5 番
224

①汚泥（セメント・同製品
製造業から排出する乾
燥した無機性汚泥に限
る） ②木くず ③ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず ④がれき類

破砕・焼却 破砕 160t/日 ②
破砕 184t/日 ②
破砕 40t/h ①③④
焼却 194kg/h ②

44 (株)光建設 田 辺市 新庄 町字
東跡之 浦2611番
148

①木くず ②がれき類 石
綿含有産業廃棄物、水
銀使用製品産業廃棄物
及び水銀含有ばいじん等
を含まない。

破砕 破砕 24.24t/日 ①
破砕 208t/日 ②

45 協同組合連合会田
辺 木材流通加工セ
ンター

田 辺市 新庄 町字
東 跡 之浦 2837番
地

①木くず 破砕 破砕 19.8t/h

46 (株)エコワークＴＡＮ
ＡＢＥ

田 辺市 中三 栖字
中之町178番3
田 辺市 文里 二丁
目 1293 番 22 外 2
筆

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④繊維くず

破砕・溶解 破砕   4.66t/日 ①～④
破砕   2.44t/日 ①
破砕溶融　0.64t/日 ①
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

和歌山県内　（和歌山県内の中核市から許可を得ている処理業者を除く）

47 林 勝彦 田 辺市 中辺 路町
近 露 字五 味1853
番外2筆

①ガラスくず、コンクリー
トくず及び陶磁器くず ②
がれき類

破砕 破砕  33～40t/h

48 (株)資源開発 田 辺市 文里 二丁
目35番37号

①廃プラスチック ②紙く
ず ③木くず ④繊維くず
⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず ⑧が
れき類

圧 縮 ・ 破
砕・梱包

圧縮 22.4t/日 ⑥
選別 20.72t/日 ①⑥⑦
破砕・選別 136t/ 日 ①～
⑧
破砕 13.97t/日 ①～④
圧縮梱包 9.12t /日 ①～
④

49 （株）共栄建設工業 田 辺市 龍神 村甲
斐ノ川字坂舞1134
番1

①汚泥（建設業及びセメ
ント・同製品製造業から
排出する乾燥した無機性
汚泥であって、路盤材の
原料となるものに限る）
②ガラスくず・コンクリート
くず及び陶磁器くず ③鉱
さい（サンドブラス ト廃砂
（塗料かす等を 含むもの
を除く）であって路盤材の
原料となるものに限る）
④がれき類 ⑤木くず

破砕 破砕 85t/h 、36t/h ①～
④
破砕 2t/日 ⑤

50 川口建設（株） 田 辺市 龍神 村小
家字釜ノ﨑972番
39外1筆

①木くず 破砕 破砕 3.3t/日

51 （有)柏木商店 東 牟婁 郡串 本町
高富778番地の1

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④繊維くず
⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず

破砕・圧縮 破砕 9.04t/日 ①③～⑦
圧縮 8t/日 ①～⑥
圧縮 4.6t/日 ①～⑥

52 （株）小森組 東 牟婁 郡串 本町
鬮 野 川 字 汐 入
1054番2外1筆

①がれき類 破砕 破砕 80t/h

53 （株）那智勝浦リサ
イクルセンター

東 牟婁 郡那 智勝
浦 町大 字湯 川字
二河畑ケ356番

①がれき類 破砕 破砕 85t/h

54 南部生コン工業(株) 日高郡みなべ町気
佐藤654番地4外5
筆

①汚泥（セメント・同製品
製造業から排出する乾
燥した無機性汚泥に限
る。） ②ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず
③ がれき類

破砕 破砕 560t/日①

55 （株）寺本建設 日高郡みなべ町谷
口向上山寄48番3

①汚泥（建設業及びセメ
ント・同製品製造業から
排出する乾燥した無機性
汚泥であって、路盤材の
原料となるものに限る)
② 汚泥（建設業及びセメ
ント・同製品製造業から
排出する無機性汚泥で
あって、乾燥後に路盤材
の原料となる ものに限
る ) ③廃プラスチック類
④紙くず ⑤木くず ⑥繊
維くず ⑦動植物性残さ
⑧ゴムくず ⑨金属くず ⑩
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず ⑪が
れき類

破 砕 ・ 固
化 ・ 圧 縮 ・
梱包

破砕 15～33t/h ①⑩⑪
破砕 130t/h ①⑩⑪
破砕 95t/日 ⑤⑦⑧
固化 20～40㎥/h ②
圧縮・梱包 5t/日 ③④⑥
⑧⑨
圧縮・梱包 11.17t/ 日 ③
④⑥⑨

56 杉谷産業（株） 日高郡みなべ町東
本庄字 鉛岩1185
番7

①がれき類 破砕 破砕（固定及び移動式）
130t/h ①
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

和歌山県内　（和歌山県内の中核市から許可を得ている処理業者を除く）

57 （有)ワコー産業 日 高郡 印南 町大
字美里 字七 袋51
番1外4筆 移動式
（木くずの破砕施
設）

①汚泥（建設業及びセメ
ン ト・同製品製造業から
排出する乾燥した無機性
汚泥であって、路盤材の
原料となるものに限る）
②木くず ③ガラスくず・コ
ンクリートくず及び陶磁器
くず ④鉱さい（サンドブラ
スト廃砂（塗料かす等を
含むものを除く）であって
路盤材の材料となるもの
に限る） ⑤がれき類 ⑥
鉱さい (塗料かすを含む
サンドブラスト廃砂に限
る。) ⑦廃プラスチック類
(塗料かすを含むサンドブ
ラスト廃砂に限る。)

破砕 破砕 130t/h ①③④⑤
破砕（ 固定 及び 移動 式 )
218t/日 ②
選別 50t/日 ➅⑦

58 (株)ナヤバーク 日 高郡 日高 町大
字 原 谷 字 平 畑
1947番地

①木くず ②動植物性残さ
（植物性残さに限る。）

破砕 破砕 36.06t/日 ①
破砕 6.14t/日 ②

59 （株）古勝 有 田郡 湯浅 町大
字湯 浅1688 番14
外4筆
有 田郡 有田 川町
大 字天 満字 千手
面町32番1外4筆

①廃プラスチック類 ②紙
くず ③木くず ④繊維くず
⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦
ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず ⑧が
れき類

圧 縮 ・ 破
砕 ・ 分 離 ・
切断

圧縮 84.8t/日 ①②⑥
破砕 8.76t/ 日 ①② ④⑥
⑦⑧
圧縮・切断100t/日 ③⑤
破砕・分離 4.6t/ 日 ②⑦
（廃石膏ボード に限る）
選別 332㎥/日 ①～⑧

60 （株）再生工場 有 田郡 有田 川町
大 字宇 井苔 字神
出251番1

①がれき類 破砕 破砕    90t/h

61 合同リサイクルセン
ター(株)

有 田郡 有田 川町
大字吉見 字菅澤
390番地外2筆

①ガラスくず・コンクリート
くず及び陶磁器くず ②
がれき類

破砕 破砕   680t/日

62 （株）武内商店 有 田郡 有田 川町
大字上六 川字上
奥621番37外1筆

①汚泥（セメント・同製品
製造業から排出する乾
燥した無機性汚泥であっ
て、路盤材の原料となる
ものに限る） ②紙くず ③
木くず ④繊維くず ⑤動
植 物 性残 さ ⑥ ガラスく
ず・コンクリートくず及び
陶磁器くず  ⑦がれき類

焼却・破砕 焼却 190kg/h ②～⑤
破砕 41t/h ①⑥⑦
破砕 4.4t/日 ③

63 (株)有田リサイク ル
サービス

有 田郡 有田 川町
大字徳 田1693番
地1

①汚泥（果実又は野菜
の加工に伴って生じ たも
のに限る。） ②廃プラス
チック類 ③木くず ④動植
物性残さ（果実又は野菜
の加工に伴 って生じたも
のに限る。）

破砕・発酵 破砕 4.08t/日 ②
破砕 3.68t/日 ③
発酵 2.1㎥/日 ①③④

64 （有)石垣組 有 田市 宮崎 町字
浄妙寺谷935番外
2筆

①木くず ②ガラスくず・コ
ンクリートくず及び陶磁器
くず  ③がれき類

破砕 破砕 85t/h ②③
破砕 4.864t/日 ①

65 (株)南興業 有 田市 糸我 町中
番1254番16外2筆

①がれき類 破砕 破砕 130t/h
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

和歌山県内　（和歌山県内の中核市から許可を得ている処理業者を除く）

66 （有)協和運輸 有 田市 初島 町里
601番地

①汚泥（生コンクリート製
造業及びコンクリート製
品製造業から生じる汚泥
を固化したもの、無機性
建設汚泥で天日乾燥又
は脱水処理された汚泥
に限る） ②汚泥（生コン
クリート製造業及びコン
クリート製品製造業から
生じる汚泥、無機性建設
汚泥で天日乾燥又は脱
水処理された汚泥に限
る） ③ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず
④がれき類

破砕・固化 破砕 135t/h(1080t/日) ①
③④

和歌山市

1 有限会社飛鳥環境
開発

和 歌 山 市 西 浜
1660-208､209

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、金属く
ず、ガラスくず、がれき類

2 有限会社井上金属
リサイクル

和歌山市塩屋1丁
目5番38号

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、
がれき類

3 株式会社エビスわ
かやま

和 歌 山 市 西 浜
1660番地13

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、動植物
性残さ、ゴムくず

破砕・成型 (1)98t/日(24h)(廃プラ類)
(2)48.5t/日(24h)(廃プラ類)

4 株式会社貴志安商
店

和 歌山 市雄 松町
6-35
和 歌山 市雄 松町
6-20(施設保管場
所)

汚泥、廃プラスチック、紙
くず、木くず、繊維くず、金
属くず

5 有限会社紀乃利興
業

同上、和歌山市出
島１番地１０

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、
がれき類

6 菊本　博之
（菊本商店）

和 歌山 市元 町奉
行丁二 丁目 60番
地

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、
がれき類

7 有限会社楠見建材 和 歌 山 市 西 浜
1660番地5

汚泥、廃プラスチック、紙
くず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類

8 有限会社久保忠 和歌山市出島478
番地の11

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、
がれき類

破砕 3.40ｔ/日(廃プラスチック類)
4.65t/日(紙くず)
2.76t/日(木くず)
3.5t/日(繊維くず)
3.6t/日(ゴムくず)
3.40t/日(金属くず)
4.88t/ 日 ( ガ ラス ・ コ ン ク
リート・陶器くず)
3.39t/日(工作物の除去に
伴う不要物)

9 有限会社小山金属 和歌山市福島４６
８番地の１
和歌山市福島４６
８番地の３

廃プラスチック、木くず、
繊維くず、ゴムくず、金属
くず、ガラスくず

10 有限会社コーヨー 和 歌 山 市 西 浜
1660番地の321

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、金属く
ず

圧 縮 ・ 梱
包・溶解

圧縮・梱包
138.4t/日(廃プラ、紙くず、
木くず、繊維くず、金属くず)
溶解
0.8t/日(廃プラ)
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和歌山市

11 株式会社坂口興業 和歌山市松原398
番地

ガラスくず、がれき類

12 削進技研工業株式
会社

和 歌山 市梅 原字
楠谷638-37､47

がれき類

13 坂井マリン株 式会
社

和 歌 山 市 西 浜
1660番地45

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、
がれき類

14 株式会社産九 和 歌山 市湊 字青
岸坪1352､1354-1

汚泥、廃油、廃酸、廃ア
ルカリ、廃プラスチック、
紙くず、木くず、繊維くず、
動植物性残さ、動物系固
形不要物、ゴムくず、金
属くず、ガラスくず、動物
ふん尿、ばいじん

焼却 24t/日

15 株式会社杉本興業 和 歌 山 市 吐 前
908､941

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、
がれき類

圧縮・粉砕

16 西洋環境開発株式
会社

和 歌 山 市 吐 前
933､947､948

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、
がれき類

17 大弘建材株式会社 和 歌 山市 湊1342
番4

汚泥、廃油、廃酸、廃ア
ルカリ、廃プラスチック、
紙くず、木くず、繊維くず、
動植物性残さ、動物系固
形不要物、ゴムくず、金
属くず、ガラスくず

18 大栄環境株式会社 和 歌 山 市 西 浜
1660-623

燃え殻、汚泥、廃油、廃
プラスチック、紙くず、木く
ず、繊維くず、動植物性
残 さ 、 ゴム くず、金 属く
ず、ガラスくず、鉱さい、
がれき類、ばいじん、令１
３号

19 髙野　利一
（高野畜産）

和歌山市平井741
番地2

汚泥、木くず、動植物性
残さ、動物ふん尿

20 株式会社峠商店 和歌山市本渡414 廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず

21 株式会社トップラン 和 歌 山 市 西 浜
1660番地606

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、
がれき類

22 株式会社中野建設 和 歌山 市西 田井
字下嶋505、508、
509、510-1
和歌山市永穂字

大西664-1

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、
がれき類

破砕 720t/日

23 日鉄住金スラグ製
品株式会社

和 歌 山市 湊1850
番地

汚泥、廃油、廃プラスチッ
ク、木くず、金属くず、が
れき類、ばいじん

24 有限会社浜口商亊 和歌山市中島513 廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、金属く
ず、ガラスくず

25 有限会社馬場瓦工
業

和歌山 市馬 場31
番地

ガラスくず、がれき類

26 有限会社火の国産
業

和 歌山 市西 浜字
中川向ﾉ坪1660番
485
1660 番 690( 施 設
保管場所)

汚泥、ガラスくず、がれき
類
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No. 事業者名 施設所在地 産業廃棄物の種類 処理方法 処理能力 備考

和歌山市

27 株式会社平成建機 和歌山市出島1番
3､11
和歌山市出島5番
1､4､5､6､7

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、
がれき類

28 株式会社松田商店 和 歌山 市植 松丁
19-24、25、26
和歌山市西河岸

町44-2

廃プラスチック、紙くず、
木くず、金属くず、ガラスく
ず

29 株式会社三高産業 和 歌 山 市 西 浜
1660番地の97

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、
がれき類

破砕・焼却

30 有限会社三毛商店 和 歌山 市上 三毛
119番1､120番1

木くず

31 めらリサイクル株式
会社

和 歌 山 市 西 浜
1660番地459
和 歌 山 市 西 浜
1660番地548､295

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、
がれき類

32 株式会社森上土木 和 歌 山 市 禰 宜
1067-3､4
和 歌 山 市 禰 宜

742-1

木くず

33 安田金属興業株式
会社

和歌山 市梶 取13
番地の1
和歌山市梶取38-
2
和 歌山 市小 雑賀
616

燃え殻、汚泥、廃プラス
チック、紙くず、木くず、繊
維くず、ゴムくず、金属く
ず、ガ ラス くず、が れき
類、ばいじん

34 和歌山代用燃料株
式会社

和 歌 山 市 西 浜
1660番地

廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、動植物
性残さ、ゴムくず、金属く
ず、ガラスくず、がれき類

破砕 640㎥/日

35 和歌山プレス 株式
会社

和歌山市狐島607
番地の6

廃プラスチック、木くず、
金属くず、ガラスくず、が
れき類

36 株式会社和歌山建
材 リ サ イク ル セ ン
ター

和 歌 山 市 西 浜
1660番地の331
和 歌山 市雑 賀崎
泊り新開2007-1
和 歌山 市雑 賀崎
泊り上118(施設保
管場所)

汚泥、廃プラスチック、紙
くず、木くず、繊維くず、動
植物性残さ、ゴムくず、金
属くず、ガラスくず、がれ
き類

破砕

37 和歌山スチール協
同組合

和歌山市本渡378 廃プラスチック、紙くず、
木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、
がれき類

破砕・圧縮


