
 

［中間処理後の最終処分（再生を含む）場所（予定）                                    別表 

 

Ⅰ．再生品目 

処分先№（許可番号等） 再生施設名称 再生施設所在地 処分方法 処理能力 

00920002953 許可証記載のとおり 

再生品目 鉄くず 塩ビ管 ダンボール プラスチック再生物 石膏粉 紙くず 木くず（チップ） 

売却先等 ㈱片浦商店 他 ㈲エービーシー化成 美濃紙業㈱  他 ㈲平成産業  他 ㈱エーアンドエー茨城 いわき大王製紙㈱ 遠野興産㈱ 他 

 

 

Ⅱ．再生（委託）先 

廃棄物の種類 № 許可番号等 再生施設名称 再生施設所在地 処分方法 処理能力 備考（利用方法） 

焼却 495 t/日 
廃プラスチック類 8 01120000779 三菱マテリアル㈱横瀬工場 

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬字六番 2245

番 他 焼成 1,562 t/日 
燃料・セメント 

破砕 255.6 t/日 
廃プラスチック類 10 00920010775 ㈱トリウミ 栃木県小山市大字萱橋 1241 番地 9 

切断 86.976 t/日 
タイヤチップ 

がれき類 14 08420026401 栃木県廃ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ処理再生協同組合 栃木県宇都宮市高松町 1007-1 破砕 320 t/日 再生骨材 

がれき類 15 00920012756 ㈲新宮リサイクルセンタ 栃木県栃木市大光寺町 1129 番 7 他 破砕 256 t/日 再生骨材 

廃プラ・ガラスくず 31 03523038537 ㈱トクヤマ 山口県周南市渚町 4900-4 焼成・焼却 3,835 t/日 セメント原料 

廃プラ・紙くず・繊維くず 37 00821008466 ㈱関商店 茨城県古河市北利根 14 番 1 固形燃料 224 t/日 固形燃料 

廃石膏ボード 45 01220058127 ㈱ナコード 千葉県袖ヶ浦市南袖 44 番の一部 破砕 1,200 t/日 無水石膏 

廃プラ・その他 50 01120110983 オリックス資源循環㈱ 埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山字上田 245 番 他 5 筆 焼却・溶融 450 t/日 ガス化改質 

破砕 14.64 t/日 
廃プラ・紙くず・木くず 61 00920022687 協栄工業㈱ 栃木県那須郡那須町大字富岡字堰ノ下 62-6 他 

圧縮固化 36 t/日 
固形燃料 

破砕 52.16 t/日 廃プラ・紙くず 

繊維くず（畳） 
65 00920149827 ㈱スリーティーセンター 栃木県佐野市仙波町字弥五沢 他 

圧縮固化 11.52 t/日 
固形燃料 

がれき類 68 00920026757 アワノ総合開発㈱ 栃木県栃木市尻内町字駒岡仏ヶ入 1886 他 破砕 1,360 t/日 再生骨材 

廃石膏ボード 69 09420050518 小名浜吉野石膏㈱ 福島県いわき市常磐水野谷町亀ﾉ尾 85 番 2 外 破砕・焼却 80 t/日 石膏ボード 

ガラスくず・がれき類 71 00920110459 ㈱祥和コーポレーション栃木工場 栃木県栃木市尻内町字萱落 1655 番 破砕 1,720 t/日 路盤材 

廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず 72 00920014504 フタムラ化学㈱ 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑 1260 番 1 他 破砕・圧縮固化 27.9 t/日 固形燃料 

木くず 74 00920105586 ㈱春秋園 栃木県真岡市長田字山王 308-1 破砕 32.8 t/日 緑化基盤材 

廃石膏ボード 89 01220169608 ㈱トクヤマ・チヨダジプサム 千葉県袖ヶ浦市南袖 10 番の一部 破砕 600 t/日 石膏ボード原料 

木くず 90 00920128603 ㈱平成リサイクルセンター 栃木県下都賀郡壬生町大字藤井字清治久保1070-2 破砕 4.56 t/日 コンポスト材 

ガラスくず 92 01220025484 三井商事㈱ 千葉県八千代市上高野字南田台 485 番 2 の一部 他 固化 2,200 ㎥/日 再生砂 

破砕 212.64 t/日 廃プラ・紙くず 

木くず・繊維くず 
98 00821138136 ㈱あおぞら 茨城県つくば市片田字浦割東 492 番 7 

溶融 120 t/日 
固形燃料 

 

 

Ⅲ．最終処分（委託）先 

廃棄物の種類 № 許可番号等 最終処分施設名称 最終処分施設所在地 処分方法 処理能力 備考 

安定型品目 16 00930047719 ㈱安住 栃木県那須塩原市亀山字上ノ山 2-1 他 ○安・管・遮 953,483 ㎥  

管理型品目 18 00730072849 ㈱クリーンテック 福島県福島市飯坂町中野字赤落 27 番 外 安・○管・遮 2,504,609 ㎥  

管理型品目 32 2047031267 飯山陸送㈱ 長野県中野市大字豊津 5014 番地 2 他 安・○管・遮 609,710 ㎥  

管理型品目 33 05440052901 仙台環境開発㈱ 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木 457-1 外 12 筆 安・○管・遮 3,210,904 ㎥  

廃石膏ボード 67 00841119957 （一財）茨城県環境保全事業団 茨城県笠間市福田字狢ヶ入 148 番地の 1 外 45 筆 安・○管・遮 2,400,000 ㎥  

廃プラスチック類 81 09440002555 都築鋼産㈱ 福島県いわき市遠野町上遠野字沢繋 8-1 外 31 筆 ○安・管・遮 3,336,149 ㎥  

安定型品目 93 00930195645 ㈲吾栄 栃木県那須塩原市湯宮下ノ林 17 番 1 外 2 筆 ○安・管・遮 172,147.21 ㎥  



 

Ⅳ．再中間処理（委託）先及びその後の最終処分（再生含む）場所 

中間・最終

の区分 
廃棄物の種類 № 許可番号等 施設名称 施設所在地 処分方法 処理能力 

処理後の 

廃棄物 

○中 ・最 廃プラその他  00920012884 サンエコサーマル㈱ 栃木県鹿沼市下石川 737-55 他 焼却 32.5 t/日 燃え殻 

○中 ・最 廃プラその他  00920007188 栃木ハイトラスト㈱ 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 18-3 焼却 159.66 t/日 燃え殻 

○中 ・最 廃プラその他  00821067766 ㈱カツタ 茨城県ひたちなか市高野字永田1968-1 他2 筆 焼却 150 t/日 燃え殻 

○中 ・最 廃プラその他  00920117333 ㈱アクトリー 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙字吾妻原3491-1 他 焼却 72 t/日 燃え殻 

○中 ・最 廃プラその他  0641001942 東北クリーン開発㈱ 山形県東村山郡中山町大字土橋字北ノ沢 1146-3 焼却 80 t/日 燃え殻 

○中 ・最 廃プラその他  0621181963 ㈱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 焼却 95 t/日 燃え殻 

○中 ・最 木くず・廃プラ  08420172773 ㈱セルクリーンセンター 栃木県宇都宮市平出工業団地 45-1 他 焼却 120 t/日 燃え殻 

○中 ・最 廃プラその他  00920005377 東武商事㈱ 栃木県那須塩原市北赤田 1575-3 外 焼却 187.2 t/日 燃え殻 

○中 ・○最  廃プラその他 99 00920018663 ㈱ツルオカ 栃木県小山市大字萱橋字東久保 1085-2 他 破砕 80 t/日 シュレッダーダスト 

○中 ・最 シュレッダーダスト  00521130527 エコシステム小坂㈱ 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢地内 焼却 203.04 t/日 燃え殻 

○中 ・○最  ガラスくずその他 100 08420024673 ㈱八幡 栃木県宇都宮市平出工業団地 45 番地 2 破砕 3.28 t/日 ガラスくずその他 

○中 ・○最  金属くずその他 101 01120001668 中田屋㈱ 埼玉県加須市志多見字別所 2236 番 1 他 破砕 360 t/日 シュレッダーダスト 

○中 ・○最  燃え殻 111 00521005806 小坂製錬㈱ 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 89 番地 12 他 溶融 270 t/日 スラグ 

中・○最  燃え殻 9 00920000557 住友大阪セメント㈱栃木工場 栃木県佐野市築地町 715 番地 他 焼成・焼却 1,248 t/日 セメント原料 

○中 ・○最  廃プラ・金属くず 13 00920023736 ＮＮＹ㈱ 栃木県大田原市下石上字東原 1505-11 他 破砕 150 t/日 シュレッダー 

中・○最  燃え殻 17 02330045711 クリーン開発㈱ 愛知県瀬戸市余床町 380 番 管理型埋立 3,164,302 ㎥ ― 

中・○最  燃え殻 18 00730072849 ㈱クリーンテック 福島県福島市飯坂町中野字赤落 27 番 外 管理型埋立 2,504,609 ㎥ ― 

中・○最  燃え殻・ばいじん 21 00920151268 メルテック㈱ 栃木県小山市大字梁 2333-29 溶融固化 110.76 t/日 再生骨材 

中・○最  シュレッダーダスト 22 00831045993 向洋産業㈱ 茨城県北茨城市関南町神岡下字金ヶ峰 2700 番 2 外 2 筆 管理型埋立 468,400 ㎥ ― 

中・○最  燃え殻 23 09430038881 ひめゆり総業㈱ 福島県いわき市内郷宮町町田 101 番 1 外 20 筆 管理型埋立 658,448 ㎥ ― 

中・○最  燃え殻 25 00920064440 渡辺産業㈱ 栃木県日光市町谷 1773-1 他 破砕・固形化 210.4 ㎥/日 再生骨材 

○中 ・最 廃プラその他 32 2047031267 飯山陸送㈱ 長野県中野市大字豊津 5016 番地他 4 筆 焼却 35.7 t/日 燃え殻 

中・○最  燃え殻 32 2047031267 飯山陸送㈱ 長野県中野市大字豊津 5014 番地 2 他 管理型埋立 609,710 ㎥ ― 

中・○最  燃え殻 33 05440052901 仙台環境開発㈱ 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木 457-1 外 12 筆 管理型埋立 3,210,904 ㎥ ― 

中・○最  スラグ 44 00821083650 ＪＸ金属環境㈱ 茨城県日立市宮田町字鍋婦 3447 番 他 7 筆 溶融 153 t/日 セメント原料 

中・○最  燃え殻 48 05520114834 ㈱日甲 千葉県千葉市中央区浜野町 1025 番 208 他 固形化 240 ㎥/日 再生骨材 

中・○最  燃え殻 49 00841004937 新和企業㈲ 茨城県北茨城市磯原町大字大塚字松ノ木田 1399 番 1 他 93 筆 管理型埋立 3,804,000 ㎥ ― 

中・○最  シュレッダーダスト 54 09420007136 小名浜製錬㈱ 福島県いわき市小名浜字渚 1 番 1 外 焼却 572 t/日 路盤材 

中・○最  燃え殻 60 09430047623 三山クリーン㈱ 福島県いわき市常磐藤原町湯の岳 2 番 66 外 6 筆 管理型埋立 239,964 ㎥ ― 

中・○最  燃え殻 62 0426029589 ㈲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 造粒固化 257.8 t/日 再生骨材 

中・○最  燃え殻 66 00821010676 中央電気工業㈱ 茨城県鹿嶋市大字光 4 番地 溶融固化 355.3 t/日 再生骨材 

中・○最  燃え殻 67 00841119957 （一財）茨城県環境保全事業団 茨城県笠間市福田字狢ヶ入 148 番地の 1 外 45 筆 管理型埋立 2,400,000 ㎥ ― 

中・○最  燃え殻 75 01120001356 ツネイシカムテックス㈱ 埼玉県大里郡寄居町大字三ｹ山字上田 250 番地 1 他 焼成・造粒 288 t/日 路盤材 

中・○最  燃え殻 76 0648007633 テルス㈱ 山形県西置賜郡白鷹町大字栃窪字小助澤 管理型埋立 1,270,231.5 ㎥ ― 

中・○最  燃え殻 77 0638051331 ジークライト㈱ 山形県米沢市大字板谷字四郎右ェ門沢 773-1 他 管理型埋立 4,120,082 ㎥ ― 

中・○最  燃え殻 78 05430009062 ㈱ジャパンクリーン 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木 109 番 1 他 管理型埋立 1,041,919 ㎥ ― 

中・○最  燃え殻 80 03920000557 住友大阪セメント㈱高知工場 高知県須崎市押岡字中須賀 242 番 1 他 焼成 7,390 t/日 セメント原料 

中・○最  燃え殻・スラグ 82 00220020058 八戸セメント㈱ 青森県八戸市大字湊町字下河原 2 番 1 他 焼成 897 t/日 セメント原料 

中・○最  燃え殻 85 02926074893 ㈱疋田建設 奈良県香芝市穴虫 2624 番 1 造粒固化 2,880 t/日 再生砕石 

中・○最  燃え殻 95 01120007084 太平洋セメント㈱埼玉工場 埼玉県日高市大字原宿字一本杉 710 番 1 他 焼成 1,925 t/日 セメント原料 

中・○最  燃え殻・ガラス 96 01120007084 太平洋セメント㈱熊谷工場 埼玉県熊谷市三ｶ尻 5310 番地 焼成 1,250 t/日 セメント原料 

中・○最  燃え殻 97 00720037369 東北交易㈱ 福島県福島市立子山字墓所前 1 番地 1 他 固形化 192 ㎥ /日 再生砕石 

中・○最  スラグ 102 00531130568 グリーンフィル小坂㈱ 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢 96-29 管理型埋立 2,700,000 ㎥ ― 

中・○最  スラグ 103 00541012296 エコシステム花岡㈱ 秋田県大館市花岡町字堤沢 69 番地 管理型埋立 1,957,600 ㎥ ― 

中・○最  ガラスくずその他 104 00920066225 ㈱トチコー 栃木県塩谷郡塩谷町大字佐貫字前河 1193 番地 1 破砕 480 t/日 再生砕石 

中・○最  ガラスくずその他 105 00920159906 ㈱Ｒエンジニアリング 栃木県那須塩原市大字蟇沼字蛇尾川向 609-2 破砕 2,888 t/日 再生砕石 

破砕・焼却 241 t/日 燃え殻 
○中 ・○最  ガラスくずその他 109 00320007084 太平洋セメント㈱大船渡工場 岩手県大船渡市赤崎町字跡浜 21 番 6 

焼成 16,000 t/日 セメント原料 

中・○最  シュレッダーダスト 110 県営の為無し 埼玉県環境整備センター 埼玉県大里郡寄居町三ケ山 368 管理型埋立 2,710,000 ㎥ ― 

 


