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　特別付録「全国医療系廃棄物処理業者リスト」は、各都道府県・政令指定都市および
中核市（合計111件）の全部を対象にして、インターネットなどで公表している産廃処
理許可業者名簿を基に、表記の統一など編集を施し、感染性廃棄物の中間処理に関す
る許可を保有した事業者を一覧にしたものです。備考の処理能力と焼却炉・プラント
メーカー名については、アンケートにご記入いただいたものを基準としております。な
お、記載しているのは本社の住所連絡先になります。限定の許可などがあります。許
可内容の確認が必要なときは必ず記載先の担当部署にご連絡ください。

全国医療系廃棄物
処理業者リスト

【処理品目】
※取扱品目は下記の通り表記を統一しています。
※受入許可を取得している産廃品目の略字

殻 燃え殻

汚 汚泥（有機・無機とも）

油 廃油

酸 廃酸

ア 廃アルカリ

プ 廃プラスチック類

紙 紙くず

木 木くず

繊 繊維くず

動 動物性残渣

固 動物系固形不要物

ゴ ゴムくず

金 金属くず

ガ ガラスくず及び陶器くず

鉱 鉱さい

れ がれき類

自 自動車シュレッダーダスト

ば ばいじん（ダスト）

※以下、特別管理産業廃棄物

感染性 医療系特別管理産廃

引 引火性廃油

特酸 廃強酸、有害酸

特ア 廃強アルカリ、有害アルカリ

特汚 指定下水汚泥および特定汚泥

特鉱 鉱さい

石 廃石綿等

特ば ばいじん

特殻 燃え殻

特油 廃油

特13 政令第2条第13号の廃棄物
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事業社名 本社住所 電話 FAX 処理品目 備考

空知環境総合㈱ 岩見沢市宝水町207-1 0126-22-0478 0126-22-5270
汚、油、酸、ア、プ、紙、木、
繊、動、固、ゴ、金、陶、死、
引、特酸、特ア、感染性

空知興産㈱ 滝川市新町6-3-20 0125-23-2861 0125-23-0906
汚、油、酸、ア、紙、木、
繊、動、糞、死、プ、ゴ、
金、陶、固、感染性

苫東リサイクルセン
ター：感染性14.35t（24
時間稼働）プランテッ
ク製、雨竜産業廃棄物
処理センター：感染性
13.18t（15.5時間稼働）
アクトリー製

㈱メディカルクリアー 札幌市中央区大通西
6-10-大通公園ビル7F 011-615-9595 011-221-9590 汚、油、紙、木、繊、動、

プ、ゴ、金、陶、感染性

㈱メディカル・セフ
ティ・システム

空知郡上砂川町上砂川
45-1 0125-62-6011 0125-63-2022 プ、感染性 高周波滅菌処理システ

ム：7万2000ℓ/日

角山開発㈱ 江別市角山425-5 011-385-2669 011-382-6122
汚、油、酸、ア、紙、木、
繊、動、固、糞、死、プ、
ゴ、金、陶、13、引、特酸、
特ア、感染性

㈱リプロワーク 石狩市新港中央3-750-3 0133-64-4311 0133-64-4312
汚、油、酸、ア、プ、紙、
ゴ、陶、引、特酸、特ア、
感染性

南輝建設㈱ 札幌市南区石山1条2-1-
10 011-591-1232 011-591-0765 油、プ、紙、木、繊、動、

感染性

JX金属苫小牧ケミカ
ル㈱ 苫小牧市字勇払152 0144-56-0231 0144-56-1864

プ、汚、油、酸、ア、紙、木、
繊、動、ゴ、金、陶、鉱、
が、ば、引、特汚、特酸、
特ア、感染性

早来工営㈱ 神奈川県川崎市川崎区扇
町6-1 044-328-7341 044-328-7337

殻、汚、油、酸、アプ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
鉱、ば、引、特酸、特ア、
特汚、感染性

㈱ステリサイクル放
射線サービス

札幌市北区北22条西
8-1-16 011-726-8211 011-726-8233

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、陶、
糞、死、引、特酸、特ア、
特汚、感染性

㈱稚内ケミカル 稚内市大字声問村字サラ
キトマナイ844-3 0162-32-7337 0162-32-2167 プ、感染性

野村興産㈱ 東京都中央区日本橋堀留
町2-1-3 03-5695-2530 03-5695-2540

03-5695-4335

殻、汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、陶、
鉱、が、糞、ば、引、特
酸、特ア、特汚、感染性

㈱DISPO 帯広市西20条北4-2 0155-38-8855 0155-38-8856
殻、汚、油、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
感染性

㈱北海道エコシス 帯広市西24条北4-5-4 0155-37-3766 0155-37-4683
殻、汚、油、酸、ア、紙、
木、繊、動、プ、ゴ、金、
陶、引、感染性

㈱釧路厚生社 釧路市新野41-1 0154-40-2983 0154-40-2289
殻、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、鉱、死、ば、引、特
酸、特ア、感染性

㈱アシスト 別海町別海14-1 0153-75-0811 0153-75-0812 殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、感染性

○旭川市

㈱アンビエンテ丸大 旭川市神居町共栄493-1 0166-63-1511 0166-63-3103 
殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、固、ゴ、
金、陶、感染性

【北海道】
■北海道
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事業社名 本社住所 電話 FAX 処理品目 備考

協業組合公清企業 札幌市中央区北1条東
15-140 011-221-8881 011-221-6501

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、糞、死、
引、特酸、特ア、感染性、
特汚

【東北】　
■青森県

事業社名 本社住所 電話 FAX 処理品目 備考

㈱下北産業廃棄物処
理センター

むつ市大字奥内字二又道
75-2 0175-26-2282 0175-26-3206 プ、感染性

東京鐵鋼㈱ 栃木県小山市横倉新田
520 0285-27-4111 0285-31-1004

汚、プ、紙、木、繊、動、
ゴ、金、陶、自、感染性
溶融：殻、汚、プ、紙、木、
繊、動、ゴ、金、陶、が、
石、自、石

溶融：感染性28.08t/
日（24時間稼働）大同
特殊鋼製

奥羽クリーンテクノロ
ジー㈱ 八戸市城下4-12-5 0178-44-1061 0178-38-6444 汚、油、酸、ア、プ、紙、木、

繊、動、ゴ、糞、感染性

㈲ループ 三沢市桜町3-10-23 0176-50-7888 0176-50-7889 汚、油、紙、木、繊、動、固、
ゴ、金、陶、自、感染性

環境技術㈱ 八戸市八太郎6-12-4 0178-20-2666 0178-20-3979 引、感染性
感染性25.68t/日（24
時間稼働）アクトリー
製

㈱十和田ビルサービス 十和田市大字赤沼字下平
437-4 0176-23-4982 0176-22-7171 油、プ、紙、木、繊、動、

感染性
感染性0.6t/日（9時間
稼働）新東工業製

○青森市

㈱ティワック 青森市大字鶴ヶ坂字田川
71-254 017-787-2101 017-787-2107 プ、紙、木、動、感染性

青森リニューアブル･
エナジー･リサイクリ
ング㈱

青森市大字戸門字山部
28-8 017-763-1680 017-763-1685

汚、油、ア、プ、紙、木、繊、
動、ゴ、金、陶、13、
感染性

■岩手県

㈱有田屋 北上市鍛冶町3-2-47 0197-64-6400 プ、紙、木、繊、動、固、
ゴ、陶、引、感染性

いわて県北クリー ン㈱ 九戸村大字江刺家第20
地割48-34 0195-42-4085 0195-42-4550

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、陶、
引、特酸、特ア、感染性

㈱環境整備 盛岡市玉山区川又字赤坂
120-39 019-685-2101 019-685-2103

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
引、特酸、特ア、感染性

■宮城県

㈱平間環境 岩沼市下野郷字三人谷地
2-32 0223-22-6373 0223-22-6374 汚、油、酸、ア、プ、ゴ、

紙、木、繊、動、感染性 36t/日

㈱環境開発公社エム
シーエム

大崎市古川北宮沢字朴木
欠丙6-1 0229-29-2228 0229-29-2225

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、固、ゴ、
金、陶、感染性

29.7t/日

㈲東宮城環境衛生セ
ンター

石巻市桃生町太田字上入
沢72 0225-76-1055 0225-76-1069 汚、プ、紙、木、繊、動、

ゴ、金、陶、感染性 2.488t/日

鈴木工業㈱ 仙台市若林区卸町東5-3-
28 022-288-9201 022-288-9293 汚、プ、金、鉱、ば、感

染性

○札幌市
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事業社名 本社住所 電話 FAX 処理品目 備考

㈱合川環境 北秋田市増沢字増沢口
15-2 0186-78-2429 0186-78-5182 汚、油、プ、繊、ゴ、金、

陶、感染性 1.6t/日

エス・ユー開発㈱ 秋田市向浜1-8-5 018-895-5050 018-866-5255
汚、油、プ、紙、木、繊、
動、ゴ、金、陶、13、引、
感染性

感染性18.68t/日（20
時間稼働）日本サム
テック製

㈱湯沢クリーンセン
ター 湯沢市山田字四ツ屋1 0183-72-0707 0183-52-5222 プ、紙、木、繊、動、感

染性 50.232t/日

■山形県

㈱キヨスミ産研 山形市鋳物町3 023-646-7306 023-646-7307
殻、汚、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、鉱、が、ば、13、自、
特酸、特ア、感染性、石

中央公害清掃㈱ 山形市鋳物町1-4 023-647-3855 023-647-3861
殻、汚、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、鉱、が、糞、死、ば、
自、感染性

東北クリーン開発㈱ 山形市久保田2-1-47 023-645-8399 023-645-8395
殻、汚、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
が、ば、感染性

㈱ミツワ企業 上山市高野169-19 023-673-1131 023-673-1104
汚、油、酸、ア、紙、木、
繊、動、金、陶、引、特
酸、特ア、感染性

㈱東北クリーンテック
ス

真室川町大字釜渕827-
199 0233-65-2211 プ、紙、木、繊、動、ゴ、

金、陶、感染性

㈱最上クリーンセン
ター 最上町大字東法田928 0233-43-4710 0233-43-4720

殻、汚、酸、ア、プ、紙、木、
繊、動、固、ゴ、金、陶、鉱、
が、死、ば、13、自、引、
感染性、石、特殻、特ば

オイルケミカルサービ
ス㈱

庄内町家根合字中荒田
33-2 0234-45-0331 0234-42-1877

汚、油、酸、ア、プ、紙、木、
繊、ゴ、引、特酸、特ア、
感染性

㈱管理システム 酒田市京田2-69-8 0235-57-3225 0234-31-5229 プ、紙、木、繊、ゴ、金、
陶、感染性

■福島県

㈱まるさセンター 南相馬市原町区上北高平
字入道迫125-1 0244-23-3111 0244-22-4959

汚、油、ア、プ、紙、木、
繊、動、ゴ、金、 陶、引、
感染性

双葉運輸㈱ 大熊町大字小入野字西大
和久339-1 0240-32-2461 油、プ、紙、木、金、感

染性

㈱あいづダストセン
ター

会津若松市神指町大字南
四合字才ノ神461 0242-36-5351 0242-36-5352

汚、油、ア、プ、紙、木、
繊、動、ゴ、金、陶、引、
感染性

42t/日（24時間）、
20t/日（12時間）月島
機械製

○郡山市

郡山リサイクル協同
組合

郡山市日和田町高倉字藤
坦1-50 024-958-2232

汚、油、プ、紙、木、繊、
動、ゴ、金、陶、が、糞、
死、感染性

○いわき市

㈱クレハ環境 いわき市錦町四反田30 0246-63-1231 0246-63-1232

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、ゴ、金、
陶、鉱、が、糞、死、ば、
引、特酸、特ア、感染性、
特ば、特殻、特油

■秋田県

66 SANPAI NEXT　2016年 春号



特
別
付
録
　
　
全
国
医
療
系
廃
棄
物
処
理
業
者
リ
ス
ト

事業社名 本社住所 電話 FAX 処理品目 備考

㈱日昇つくば つくば市片田468 029-838-1070 029-838-2018
殻、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、が、引、特酸、特ア、
感染性、特汚、特油

＊脱水、中和、油水分離、
破砕

吉江総業 ㈲ 筑西市倉持1126 0296-52-0165
汚、油、酸、ア、プ、紙、木、
繊、動、金、陶、鉱、が、
引、特酸、特ア、感染性

＊破砕

㈱昭南クリーン ひたちなか市高野字内城
1976-4 029-285-4601

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、鉱、が、感染性

㈱カツタ ひたちなか市高野1968-
2 029-272-2141 029-270-3712

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、陶、
鉱、が、引、特酸、特ア、
感染性

＊破砕、中和、油水分
離、乾燥、固形燃料化、
脱水

（一財） 茨城県環境保
全事業団 笠間市福田165-1 0296-70-2511 0296-70-2515

殻、汚、油、プ、紙、木、繊、
動、ゴ、金、陶、鉱、が、ば、
引、感染性、特鉱、特ば、
特殻、特汚、特油、石

感染性14.5t/日（24時
間稼働）JFE製

誠和工業㈱ 千葉県船橋市金杉2-1-9 047-490-7788 047-490-7799 汚、油、酸、ア、プ、感
染性　

感染性乾留ガス化炉・
焼却22t/日（24時間稼
働）キンセイ産業製

■栃木県

栃木ハイトラスト㈱ 真岡市鬼怒ケ丘18-3 0285-83-3966 0285-83-6500
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、金、陶、
感染性、引、特油、特酸、
特ア、特汚

10㎥/日（24時間稼働）
タクマ製

㈱アクトリー 石川県白山市水澄町375 076-277-3380 076-277-3329
殻、汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、陶、
が、ば、感染性、引、特油、
特酸、特ア、特汚、特殻

東武商事㈱ 埼玉県松伏町ゆめみ野東
4-4-4 048-992-1039 048-992-0367 引、感染性、特油、特酸、

特ア、特汚

■群馬県

㈲須田工業 前橋市富士見町赤城山
97 027-288-5508 027-288-5680 汚、油、プ、紙、木、繊、

動、ゴ、金、感染性 9.6t/日

㈲スウィングバイ 前橋市亀里町1073-40 027-265-5553 027-265-5554 プ、感染性 1.2t/日、1.4t/日

群馬環境リサイクル
センター㈱ 高崎市倉賀野町3250-12 027-347-8760 027-347-8765 油、酸、ア、プ、ゴ、引、

特酸、特ア、感染性 48.8t/24時間

群桐エコロ㈱ 太田市新田大町600-26 0276-55-0500 0276-55-0501
焼却溶融：殻、汚、油、酸、
ア、プ、紙、木、繊、動、ゴ、
金、陶、鉱、ば、13、引、
特酸、特ア、感染性

感染性62.4t/日（24時
間稼働）住友重機械工
業製

㈱群桐産業 太田市藪塚町3201 0277-78-2479 0277-78-5084 汚、油、プ、引、感染性 35.4㎥/24時間

■埼玉県

㈱ヤマキ 熊谷市三ケ尻字新山
3884 048-532-1740 048-532-9596

汚、油、酸、ア、プ、紙、木、
繊、動、ゴ、金、糞、死、
固、感染性、特油、特汚

4.9t/日、4t/日（ストー
カ炉）、2t/日（ガス化
燃焼方式）、0.8㎥/日

（噴霧焼却）

㈱エコ計画 さいたま市桜区田島8-4-
16 048-862-5011 048-864-4821 汚、油、酸、ア、プ、紙、木、

繊、動、ゴ、固、感染性 90t/日、24㎥/日

【関東】
■茨城県
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㈱東庄エース 本庄市朝日町3-1-40 0495-21-0041 0495-24-3132 汚、プ、感染性 936㎏/日

㈱北関東廃棄物処理
センター

深谷市本田字権現堂
3345-12 048-583-7737 048-578-2066 プ、紙、木、繊、動、感

染性
4t/日（ガス化燃焼方
式）

㈱堀建材 熊谷市上恩田241 048-536-0279 048-536-3165 プ、紙、木、繊、動、感
染性

4.0t/日（ガス化燃焼方
式）

㈱ディープエコロジー 深谷市折之口1998-1 048-551-5300 048-572-2822 プ、紙、木、繊、動、感
染性

4t/日（ガス化燃焼方
式）

㈱クリーンテックサー
マル 深谷市折之口1985 048-572-3445 048-572-3446

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、ゴ、糞、死、固、
引、特酸、特ア、感染性、
特油、特汚

55t/日、25t/日、9.6t/
日（破砕.焼却）、7㎥/
日（中和.焼却）、0.09
㎥/日

○さいたま市

㈱ショーモン さいたま市見沼区大字片
柳1045-1 048-684-6839 048-683-9090 汚、プ、紙、木、繊、感

染性 （ガス化）

■千葉県

千種興産㈱ 市原市千種海岸7-3 0436-21-1141 0436-24-0144 プ、紙、木、繊、ゴ、感
染性

24t/日（24時間）プラ
ンテック製

三友プラントサービス
㈱

神奈川県相模原市緑区橋
本台1-8-21 042-773-3611 042-772-3941

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、ゴ、金、
陶、鉱、が、ば、13、引、
感染性、有

104t/日

㈱和光サービス 白井市河原子327 047-491-5305 047-491-8619
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、引、特酸、特ア、感
染性、有

76.34t/日

㈲柏廃材処理セン
ター 柏市増尾947-7 04-7176-1115 04-7174-9987

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、が、感染性

92.16t/日

エコシステム千葉㈱ 袖ケ浦市長浦拓一号1-51 0438-62-4097 0438-62-4928
殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、ゴ、金、
陶、鉱、が、ば、13、引、
特酸、特ア、感染性、有

240t/日、600 t/日

日曹金属化学㈱ 東京都台東区上野3-1-2 03-5688-6381 03-5688-1132 汚、油、ア、特酸、感染
性 156t/日

㈱ナリコー 成田市三里塚光ヶ丘
1-1331 0476-35-5321

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、動、固、ゴ、金、陶、
感染性

52.5t/日

太陽建設㈱ 長柄町針ヶ谷打込1643 0475-35-4108 0475-35-4563 汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、引、感染性

感染性平均処理量1.5t/
日（24時間稼働）アク
トリー製

㈱エコ.エナジー.ジャ
パン 白井市河原子319-6 047-491-1141 047-491-1124 

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、特酸、特ア、感染性

96t/日

㈱市原ニューエナ
ジー 市原市万田野733 0436-50-8300 0436-50-8400 汚、油、酸、ア、プ、紙、

木、繊、動、ゴ、感染性 96t/日

○船橋市

誠和工業㈱ 船橋市金杉2-1-9 047-438-3451 047-490-7799 汚、油、ア、プ、引、特
ア、感染性 22t/日

■東京都

㈱シンシア 東京都品川区南大井
6-26-3 03-3764-5300 03-3764-5347

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、ゴ、金、
陶、ば、動、感染性
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東京臨海リサイクル
パワー㈱ 東京都江東区青梅3-4-5 03-6327-3190 感染性

日本医療衛生サービ
ス㈱

東京都豊島区西池袋
2-29-19 03-3590-8002 03-3984-5512 汚、油、酸、ア、プ、ガ、

感染性

㈱ハチオウ 東京都八王子市四谷町
1927-2 042-625-4651 042-625-4643

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、動、ゴ、鉱、ば、
感染性

感染性（自主基準）
0.3t/日（24時間稼働）
自社設計施工

日本衛生㈱ 東京都足立区入谷9-30-
10 03-3853-6061 03-3853-6062 プ、動、ゴ、金、ガ、感

染性

■神奈川県

㈱クレハ環境 いわき市錦町四反田30 0246-63-1231 0246-63-1232
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、ガ、
れ、死、動、感染性　

㈱デスポ 横浜市神奈川区菅田町
1116 045-473-5500 045-472-4060 汚、油、プ、紙、木、繊、

動、金、引、感染性
22t/日（70㎥）（10時
間稼働）佐藤工業製

三友プラントサービス
㈱

相模原市緑区橋本台1-8-
21 042-773-1431 042-772-3941

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、固、ゴ、
金、陶、鉱、ば、引、特
酸、特ア、感染性、特鉱、
特ば、特殻、特油、特汚

㈱リフレックス 神奈川県横須賀市内川
2-5-50 046-833-0700 046-833-0755 殻、金、ガ、鉱、れ、ば、

感染性　

関連会社：㈱アール・
アール・シー（42t/日・
24時間稼働）木暮製作
所製

㈱シンシア 東京都品川区南大井
6-26-3 03-3764-5300 03-3764-5347

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、ゴ、金、
陶、ば、動、感染性

JFE環境㈱ 神奈川県横浜市鶴見区弁
天町3-1 045-505-7949 045-502-4038

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、ガ、
感染性　

感染性20t/日（24時間
稼働）JFEエンジニア
リング製

㈱メディカルパワー 横浜市金沢区福浦2-18-
14 045-780-3711 045-780-3712 プ、感染性

マイクロウエーブ滅
菌方式3基（13.08t/
日、　13.44t/日、　
13.08t/日）

㈱旭商会 相模原市中央区宮下本町
3-28-14 042-771-3558 042-774-8150 汚、油、プ、紙、木、繊、

動、ゴ、感染性　

㈱トキオ 相模原市中央区田名塩田
1-17-20 042-778-3529 042-778-5121 汚、油、プ、紙、木、繊、

動、固、ゴ、感染性

【甲信越】
■新潟県

事業社名 本社住所 電話 FAX 処理品目 備考

㈱エコシス新潟 柏崎市荒浜2-12-43 0257-24-1027 0257-24-1069
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
引、特ア、感染性

新潟ガービッヂ㈱ 南魚沼市宮1713 025-774-2112 025-774-2113
汚、油、プ、紙、木、繊、
動、ゴ、金、陶、が、引、
感染性

新潟環境開発㈱ 長岡市要町1-6-30 0258-32-6311 0258-36-8861
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、引、
特酸、特ア、特汚、感染
性

㈱丸正土木 三条市上大浦441-1 0256-46-3635 0256-46-3251
殻、汚、油、プ、紙、木、
繊、動、固、ゴ、金、陶、
が、ば、感染性
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三島谷興産㈱ 長岡市喜多町1078-1 0258-27-9211 0258-27-9212
殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、固、ゴ、
金、陶、ば、引、感染性

○新潟市

青木環境事業㈱ 新潟市北区島見町3268-
15 025-255-3360 025-255-3390

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、固、ゴ、陶、
糞、死、引、特油、特酸、
特ア、特汚、特殻、特ば、
感染性

感染性93.6t/日（24時
間稼働）タクマ製

㈱西川クリーナー 新潟市西蒲区旗屋480 0256-88-3366 0256-88-6422 プ、紙、木、繊、陶、感
染性

■長野県

イー・ステージ㈱ 小諸市平原309-1 0267-23-8885 0267-25-8881
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、糞、死、引、感染性、
特汚、特油

㈱エコロジカル・サ
ポート 松本市笹賀7170-3 0263-86-7585 0263-86-0222

汚、油、酸、ア、プ、紙、木、
繊、動、固、ゴ、金、陶、死、
引、特酸、特ア、感染性

飯山陸送㈱ 飯山市静間280-1 0269-62-3351 0269-62-0591 プ、紙、木、繊、動、感
染性

ミヤマ㈱ 長野市丹波島1-1-12 026-285-4166 026-283-0011
汚、油、ア、プ、紙、木、繊、
動、ゴ、金、陶、引、特
ア、感染性、特汚、特油

○長野市

直富商事㈱ 長野市大字大豆島3397-
6 026-222-1880 026-222-1881 油、プ、紙、木、繊、動、

ゴ、引、感染性 12.738t/日

■山梨県

エルテックサービス㈱ 笛吹市一宮町国分1014-
1 0553-47-6311 0553-47-3833

殻、汚、油、プ、紙、木、
繊、動、固、ゴ、金、陶、
が、引、感染性

感染性108.2t/日（24
時間稼働）木暮製作所
製

【中部東海】
■岐阜県

事業社名 本社住所 電話 FAX 処理品目 備考

㈱マテリアル東海 下呂市森1329-3 0576-23-3207 0576-24-2397
殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、固、ゴ、
金、陶、が、糞、死、引、
特酸、特ア、感染性

■静岡県

㈱ミダック 浜松市東区有玉南町
2163 053-471-9361

プ、ゴ、金、陶、汚、油、
酸、ア、紙、木、繊、動、
糞、死、引、特酸、特ア、
感染性、特油、特汚

㈱コーシンサービス 磐田市笠梅1220-18 0538-38-0159 0538-38-3725 プ、汚、油、紙、木、動、
引、感染性 14.4t/日

㈱ヤマモト 富士宮市山宮2344 0544-58-1780 0544-58-1781
プ、金、陶、殻、汚、油、酸、
ア、紙、木、繊、動、死、ば、
引、特酸、特ア、感染性
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㈱ワイティービジネス 御殿場市中清水583-6 0550-87-0121 0550-87-3773 プ、ゴ、金、陶、油、紙、
木、繊、動、感染性

㈱盛和 富士市依田橋333-2 0545-32-1135 0545-32-0725 プ、汚、紙、木、繊、感
染性

感染性9.32t/日（14時
間稼働）KSテック製

○静岡市

角松商事㈲ 静岡市清水区吉原1033-
1 054-368-1111 054-368-1923 汚、油、プ、紙、木、繊、

動、感染性 26.199t/日

丸徳商事㈲ 静岡市清水区鳥坂575 054-345-5173 054-346-8862
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
引、感染性

感染性13t/日（60㎥）
キンセイ産業製

○浜松市

㈱太洋サービス 浜松市西区篠原町
26745-1 053-447-4640 053-449-1029

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、糞、死、
引、感染性、特油、特汚、
特酸、特ア

31.56t/日

東名興産㈲ 浜松市北区引佐町金指
748 053-542-2311 053-542-2281 汚、油、プ、紙、木、繊、

動、金、引、感染性

■愛知県

近藤産興㈱ 名古屋市南区浜田町1-10 052-614-2511 052-611-5826
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
引、感染性

感染性3.02t/日（8時
間）近藤設備設計製

㈱東伸サービス 日進市浅田平子2-8 052-801-0775 052-801-0303
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、引、特酸、特ア、感
染性、特油、特汚

4.8t/日

サンエイ㈱ 刈谷市桜町3-3 0566-21-4301 0566-21-4399
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、引、特
酸、特ア、感染性、特汚、
特油

150t/日

加山興業㈱ 豊川市南千両2-1 0533-89-0375 0533-84-3739
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
引火、感染性

30㎥/日、9.72㎥/日

オオブユニティ㈱ 大府市北崎町駒場88 0562-47-0535 0562-47-0531 汚、プ、紙、木、繊、動、
ゴ、金、陶、感染性

感染性7.2t/日（24時
間稼働）荏原製作所製

豊田ケミカルエンジニ
アリング㈱

名古屋市中村区名駅4-9-
8 0569-24-9920 0569-23-3714

殻、汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、陶、
引、特酸、特ア、感染性、
特油、特汚、特13

72t/日、120t/日、
419.6t/日

㈱大草建設 小牧市大字大草3690-5 0568-79-5260 0568-79-1933 汚、油、紙、木、繊、動、
プ、ゴ、金、陶、感染性 0.16t/日、35.4t/日

㈱海部清掃 あま市西今宿平割二6 052-441-5353 052-441-5427
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、鉱、が、引、感染性

5.955t/日、4.664t/日

㈱エヌジェイエス 西尾市下矢田町薄畑36-1 0563-59-8814 0563-59-3744 汚、油、酸、ア、プ、紙、木、
繊、動、固、ゴ、感染性 24.08㎥/日

㈲愛知環境センター 大口町豊田三丁目205 0587-95-5317 0563-59-3744
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
引、感染性

3.424t/日

メディカルサポート㈱ 大府市横根町坊主山
1-141 0562-44-2711 0562-44-2710 プ、感染性 17t/日、30t/日

㈱明輝クリーナー 豊橋市若松町字中山101-
34 0523-25-1026 0532-25-1227 汚、油、プ、紙、繊、動、

感染性
19.6t/日
アクトリー製
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㈱ケー・イー・シー 桑名市蓮花寺1635-5 0594-33-3333 0594-33-3335
汚、紙、木、繊、動、油、
酸、ア、プ、引、感染性、
特油、特汚

58.56㎥/日、17.5㎥/
日

三重中央開発㈱ 伊賀市予野字鉢屋4713 0595-20-1119 0595-20-1398

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、ゴ、金、
陶、が、鉱、ば、引、特
酸、特ア、感染性、特鉱、
特殻、特油、特汚

556t/日（24時間）

㈱テクノ利昌 津市安濃町妙法寺541 059-267-0077 059-268-5757
汚、紙、木、繊、動、油、
酸、ア、プ、ゴ、引、特
酸、特ア、感染性

㈱エコ・プランニング 津市森町2343 059-256-3003 059-256-3290 汚、紙、木、繊、動、油、
プ、ゴ、感染性

【北陸】
■富山県

事業社名 本社住所 電話 FAX 処理品目 備考

㈱高岡市衛生公社 高岡市材木町731 0766-23-2228 0766-28-1154 プ、紙、木、繊、感染性 紙くず4.4t/日ほか

○富山市

㈱アイザック 魚津市大字大海寺野村
1181 076-438-1638 0765-24-8242

殻、汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、度、金、陶、が、固、
引、特酸、特ア、感染性、
特殻、特汚、特油、特ば

その他71.8t/日、その
他148.4t/日

㈱富山環境整備 富山市婦中町吉谷3-3 076-469-5356 076-469-5635
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
が、感染性

その他140t/日（ロータ
リーキルン方式）

■石川県

○金沢市

環境開発㈱ 金沢市大桑町上猫下4-7 076-244-3132 076-244-6235

殻、汚、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、鉱、が、動、死、ば、
引、特酸、特ア、感染性、
特汚、特油

その他95.9t/日、56t/
日

㈱金沢感染性医療廃
棄物処理センター 金沢市湊1丁目22-7 076-237-7703 感染性 乾燥滅菌

㈱ZERO・アース 金沢市東蚊爪町ラ53-1 076-237-7708 076-237-7709 感染性 加熱滅菌処理システム

㈱夢商 金沢市河北郡津幡町字潟
端そ21-9 076-289-4911 076-289-4949 感染性 高圧蒸気滅菌

■福井県

㈱武生環境保全 福井県越前市家久町
2-45-1 0778-22-1044 0778-24-5353 汚、油、プ、紙、木、繊、動、

ゴ、金、陶、引、感染性
感染性14.64t/日（50
㎥）（24時間稼働）アク
トリー製

㈱トータルクリーンセ
ンター福屋 福井市宿布町16-1-1 0776-41-1119 0776-41-1199

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、陶、引、
特酸、特ア、感染性

㈱北陸環境サービス
（福井） 福井市白滝町67-2 0776-97-2515 0776-97-2558

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、が、感染性

感染性92t/日（24時間
稼働）アクトリー製

■三重県
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㈱北陸油化 越前市大塩町30-9-3 0778-24-4416 0778-24-5757
汚、油、酸、ア、プ、木、ゴ、
金、陶、引、特酸、特ア、
感染性、特汚、特酸、特ア、
特油

【近畿】
■滋賀県

事業社名 本社住所 電話 FAX 処理品目 備考

竹秀産業 愛知郡愛荘町石橋43-5 0749-42-2867 0749-42-4751 プ、木、感染性 1t/日

■京都府

カンポリサイクルプラ
ザ㈱ 南丹市園部町高屋西谷 0771-68-3636 0771-68-3639

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、陶、
引、特酸、特ア、感染性

感染性0.7t/日（24時
間稼働）タクマ製

サカエ産業㈱　 亀岡市大井町南金岐重見
70 0771-42-5858 0771-25-0222 汚、油、酸、ア、プ、紙、

木、繊、動、ゴ、感染性
22.752t/日（その他の
産業廃棄物）

○京都市

㈱京都環境保全公社 京都市伏見区横大路千両
松町126 075-622-8080 075-622-8286 

汚、油、ア、プ、紙、木、
繊、動、固、ゴ、金、陶、
が、特油、特汚、感染性

感染性10t/日（24時間
稼働）三菱重工製

光アスコン㈱ 京都市伏見区横大路千両
松町78 075-601-2541 075-611-1859

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、ゴ、金、陶、特汚、
特油、特酸、特ア、感染
性

48t/日（2基24H稼働）

■大阪府
○大阪市

㈱GE 堺市西区築港新町1-5-38 072-243-6335 072-243-6336
殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、ゴ、金、
陶、引、特油、特酸、特
ア、感染性

212.6t/日

㈱共英メソナ 大阪市西淀川区佃6-4-8 06-6477-4195 06-6472-9958 プ、ゴ、金、ガ、感染性 溶融：48t/日（24時間
稼働）

■兵庫県

大栄環境㈱ 和泉市テクノステージ
2-3-28 0725-54-3061 0725-51-3133 プ、紙、木、繊、動、ゴ、

感染性 75t/日、75t/日

○神戸市

神戸環境クリエート㈱ 神戸市長田区苅藻島町
1-1-28 078-651-5060 078-681-2853

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、固、ゴ、
金、ガ、糞、死、感染性、
特汚、引、特酸、特ア

感染性80t/日（24時間
稼働）タクマ製

㈱神戸クリーンランド 神戸市西区伊川谷町布施
畑1057-1 078-975-4347 汚、油、プ、紙、木、動、

ゴ、引、感染性

○姫路市

新日本開発㈱ 姫路市飾磨区中島3059-
2 079-234-5005 079-235-9111

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
死、13、� 引、特油、特
酸、特ア、感染性

72t/日、72t/日、72t/
日、93.6t/日（24時間
稼働）タクマ製

西播商事㈱ 姫路市飾磨区中島字宝来
3067-18他1筆 079-233-9898 079-233-3911

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、固、ゴ、
金、陶、引、特油、特酸、
特ア、感染性

39.42t/日、68.4t/
日、90t/日（ごみ発電
1950kW）

73SANPAI NEXT　2016年 春号



特
別
付
録
　
　
全
国
医
療
系
廃
棄
物
処
理
業
者
リ
ス
ト

事業社名 本社住所 電話 FAX 処理品目 備考

㈱産九 和歌山市鳴神761-1 073-474-3739 073-474-0439
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
ガ、糞、死、感染性

感染性24t/日（24時間
稼働）プランテック製

大弘建材㈱ 和歌山市吹上3-4-15 073-423-6246 073-436-6694
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、固、ゴ、金、陶、
感染性、特油

ガス化焼却炉 20m³
（3t）×2基

【中国】
■鳥取県

事業社名 本社住所 電話 FAX 処理品目 備考

㈱白兎環境開発 鳥取市千代水4-40 0857-38-3020 0857-38-3021
汚、油、酸、サ、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
が、殻、感染性

感染性12t/日タクマ製

三光㈱ 境港市昭和町5-17 0859-44-3038 0859-42-3864
殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、固、金、
陶、ば、引、特酸、特ア、
感染性、特ば、特殻

感染性18t/日（24時間
稼働）タクマ製

■島根県

アースサポート㈱ 松江市八幡町882-2 0852-37-2890 0852-37-2892
油、酸、ア、プ、紙、木、
繊、動、ゴ、金、陶、引、
特酸、特ア、感染性

感染性60t/日（24時間
稼働）アクトリー製

㈲浜田浄化センター 浜田市原井町957 0855-22-3942 0855-22-5912
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
死、引、感染性

■岡山県

エコシステム山陽㈱ 久米郡美咲町吉ケ原字火
の谷1125 0868-62-1346 0868-62-1345

殻、汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、鉱、
が、ば、引、特酸、特
ア、感染性、PCB、特鉱、
特ば、特殻、特油、特汚

○岡山市

㈱衛生センター 岡山市南区当新田443-1 086-241-0185 086-243-3065

当新田事業場：殻、汚、
油、プ、紙、木、繊、ゴ、
金、陶、が、感染性　築
港元町事業場：殻、汚、酸、
ア、プ、紙、木、繊、動、
ゴ、感染性

感染性66t/日（24時間
稼働）キンセイ産業製

○倉敷市

JFE条鋼㈱ 東京都港区新橋5-11-3 03-5777-3811 03-5777-3800 殻、汚、プ、紙、木、繊、金、
陶、鉱、が、ば、感染性

■広島県

㈱きやま商会 東広島市西条町御薗宇字
南龍王765 082-423-8315 082-424-1176 汚、プ、紙、木、動、ゴ、

金、陶、感染性
感染性0.08t（3㎥）（8
時間稼働）キンセイ産
業製

寺本環境㈱ 呉市広多賀谷3-7-13 0823-72-0597 0823-72-0750 紙、木、繊、感染性

岡山産興㈱ 倉敷市中島2407-119 086-465-4852 086-465-8771
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、金、陶、
感染性

㈱センタークリーナー 広島市南区出島1-20-3 082-254-0003 082-250-3111 プ、紙、木、繊、動、金、
陶、感染性 乾留ガス化燃焼方式　

■和歌山県
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㈱オガワエコノス 府中市高木町502-10 0847-45-2998 0847-45-5872
汚、油、プ、紙、木、繊、
動、固、金、陶、引、感
染性、特汚、特油

㈱山陽レック 広島市安佐北区大林町字
人甲6-1 082-818-8002 082-818-8003

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、ゴ、金、
陶、13、引、特酸、特ア、
感染性、特汚、特油

感染性専焼50.4t/日
（24時間稼働）、混焼
1.2t/日（24時間稼働）
アクトリー製

㈱中国開発 尾道市西藤町字志村75-
132 0848-48-3860 0848-48-3643

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、引、特酸、特ア、感
染性、特汚

（回転式焼却炉、平面
炉床方式）

三次振興企業㈱ 三次市甲奴町太郎丸
279-6 0847-67-3585 プ、紙、木、繊、動、ゴ、

金、陶、感染性 （バッチ式）

ツネイシカムテックス
㈱

福山市沼隈町大字常石
1083 084-954-6700 084-954-6703

殻、汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、鉱、が、ば、13、引、
特酸、特ア、感染性、特
汚、特油

溶融：焼却（日量160t、
同170t、同170t）溶融

（日量60t、同60t）

㈱カンサイ 広島市佐伯区五日市町大
字石内460 082-941-1641 082-941-1715 

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、陶、
引、感染性、特汚、特油

6.6t/日（回転炉床式）、
4.8t/日（ロータリーキル
ン型）

㈱森剛 三原市糸崎3-1-15 0848-63-0415 0848-63-0416 汚、油、プ、紙、木、繊、動、
ゴ、金、陶、引、感染性

812㎏/日（廃プラ類：
335㎏/日、固定床燃
焼方式）

㈲栄晃 呉市川尻町才野谷624-1 0823-87-0538 0823-87-0539
殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、固、ゴ、
金、陶、感染性

85.2t/日　

JFE環境㈱ 神奈川県横浜市鶴見区弁
天町3-1 045-505-7949 045-502-4038 汚、油、プ、紙、木、感

染性

将英運送㈱ 安芸郡府中町浜田3-5-8 082-283-5666 082-894-1819
油、酸、ア、プ、紙、木、
繊、動、固、ゴ、金、陶、
引、特酸、特ア、感染性

（乾溜ガス化燃焼方式）

㈱広瀬開発 福山市神辺町十三軒屋
155-8 084-963-4474 084-963-5630 汚、プ、紙、木、繊維、動、

固、ゴ、金、陶、感染性 （13.4t/日、12.6t/日）

㈱尾道開発 尾道市長者原1-220-37 0848-48-2966 0848-48-0552
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、引、酸、ア、感染性

46.92㎥/日（混焼、キ
ルン+段階水冷ストー
カ方式）

㈲ホクブ 広島市安佐北区可部町大
字今井田字観音谷371-6 082-815-1183 082-815-6060

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、感染性

1t/日（バッチ式箱焼却
炉：AN-600型）　

㈲比婆西清掃社 庄原市実留町1836-8 0824-72-3956 0824-72-1516
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
死、感染性

㈱輝陽 東広島市高屋町造賀
728-1 082-436-0044 082-436-0071 プ、紙、木、繊、ゴ、感

染性 高温高圧熱分解・減容

■山口県

㈱宇部スチール 宇部市大字小串字沖の山
1978-19 0836-35-1300 0836-35-1331

殻、汚、プ、紙、木、繊、
動、ゴ、金、陶、鉱、が、
糞、死、ば、感染性

溶融・焼却

ジェムカ㈱ 萩市大字福井上字萩ノ浴
2773-1 0838-52-0170 0838-52-0179 油、感染性 焼却（エネルギー回収）

90t/日

大和商事㈱ 光市大字三輪1103 0820-48-2011 0820-48-5031 プ、紙、木、繊、ゴ、金、
陶、が、感染性、石

共英製鋼㈱ 大阪市北区堂島浜1-4-16 06-6346-5221 06-6346-5210

殻、汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、、繊、動、固、ゴ、金、
陶、鉱、が、糞、死、、ば、
13、石、特殻、引、特汚、
特酸、特ア、特鉱、特ば、
特13、感染性

焼却・溶融

都市産業㈱ 宇部市大字船木61-41 0836-83-8347 0836-83-3688
殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、、繊、動、ゴ、金、
陶、鉱、が、糞、ば、特汚、
引、特酸、特ア、感染性
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岸小三郎 徳島市不動東町3-902-2 088-631-0678 088-633-1111
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、
糞、死、感染性

四国メディカルトリー
トメントセンター

㈲久保衛生 東みよし町加茂6001-1 088-382-2265 0883-82-3626 汚、プ、紙、木、繊、動、
陶、感染性

四国資源開発鉱業㈱ 徳島市川内町加賀須野
859 088-623-0603 088-623-0602 汚、油、プ、紙、木、繊、

動、金、陶、引、感染性

㈲徳島クリーン化学 板野町中久保字野神25 088-672-0430 感染性

■香川県

㈲詫間清掃 三豊市詫間町詫間6907-
22 087-583-2419 0875-83-7227 プ、紙、木、繊、感染性

番の州エコサービス
㈱ 坂出市番の州町7-1 087-745-6324 0877-45-6334

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、金、陶、ば、
13、固、引、感染性

㈱富士クリーン 綾歌郡綾川町山田下
2994-1 087-878-3111 087-878-3113

汚、油、酸、ア、プ、紙、木、
繊、動、ゴ、金、陶、糞、死、
13、固、引、特油、特酸、
特ア、感染性

感染性170t/日（24時
間稼働）

○高松市

㈱MCS 高松市三谷町3977 087-888-8866 087-888-8611 汚、プ、紙、木、繊、動、
ゴ、金、感染性

㈱塵芥センター 高松市一宮町1686-6 087-886-3040 087-886-3026 汚、油、プ、紙、木、繊、
引、感染性 3.6t/日

■愛媛県

㈱イージーエス 新居浜市新田町3-1-39 089-737-1098 0897-32-8444

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、ゴ、金、陶、
ば、13、固、引、特酸、
特ア、感染性、特殻、特
汚、特油、特ば

感染性0.5t/日（24時
間稼働）日立造船製

㈲伊予開発 伊予市森856-1 089-983-3325 089-983-0698 汚、油、プ、紙、木、繊、
動、ゴ、金、感染性

㈱上田組 喜多郡内子町平岡甲181-
1 089-344-4826 油、プ、紙、木、繊、ゴ、

陶、感染性 焼却（炭化）

（一財）愛媛県廃棄物
処理センター 松山市一番町4-4-2 089-765-3877 0897-65-3921

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、ば、引、特
酸、特ア、感染性、特殻、
特ば

オオノ開發㈱ 松山市北梅本町甲184 089-976-1234 089-976-8700
殻、汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、ば、固、引、特
酸、特ア、感染性、特油

汚染土壌360t/日また
は120t/日焼却（ごみ
発電800kW）

㈱ブリッジカンパニー 喜多郡内子町城廻991-1 089-344-5775 0893-44-5885 汚、油、プ、紙、木、繊、
動、金、陶、感染性

アサヒプリテック㈱ 兵庫県神戸市東灘区魚崎
浜町21 089-864-0148 078-333-5681 感染性

■高知県
公益財団法人 エコサ
イクル高知

高岡郡日高村本村字焼坂
659-1 0889-24-6210 0889-24-6212 感染性 滅菌減容

㈲地産環境 高知市葛島4-5-14 088-884-7844 088-884-3197 プ、金、陶、ゴ、感染性 焼却（移動式）

○高知市

三谷美化産業㈱ 高知市秦南町1-5-58 088-872-6287 088-873-0040
プ、ゴ、金、陶、殻、汚、油、
酸、ア、紙、木、繊、動、固、
糞、死、特汚、引、特油、
特酸、特ア、感染性

【四国】
■徳島県
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㈲ウイルビ 田川市寿町７-59 0948-53-1196 0948-52-0869 汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、ゴ、感染性

㈲大山産業 嘉麻市稲築才田62 0948-42-2812 0773-49-1149 プ、紙、木、繊、動、感
染性

㈱新菱 北九州市八幡西区黒崎
3-9-24 093-643-2886 093-643-2129

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、引、感
染性、特油、特汚

富士開発㈱ 鞍手郡小竹町大字御徳
135-75 09496-2-2020 汚、油、プ、紙、木、繊、

動、ゴ、引、感染性

麻生鉱山㈱ 飯塚市芳雄町7-18 0948-23-5837 0948-23-1046 感染性 破砕・滅菌

○福岡市

㈱福岡サービス商事 福岡市東区社領2-12-18 092-611-8005 092-622-5941
汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、ゴ、糞、引、
特酸、特ア、感染性

○北九州市

アサヒプリテック㈱ 神戸市東灘区魚崎浜町
21 078-333-5600 078-333-5681

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、引、
特酸、特ア、感染性

㈱新菱 北九州市八幡西区黒崎
3-9-24 093-643-2886 093-643-2129

汚、油、酸、ア、プ、紙、木、
繊、動、ゴ、特泥、特油、
特酸、特ア、感染性

久屋産業㈱ 北九州市若松区南二島
4-5-7 093-791-5121 093-791-4890

殻、汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、、動、固、ゴ、金、
ガ、死、13、引、特酸、
特ア感染性

○久留米市

㈱フチガミ 久留米市津福本町2300-
10 0942-38-5283 0942-38-5484

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、感
染性、引

6.3t/日

■佐賀県

㈱大島産業 吉野ヶ里町吉田2469-1 0952-53-4400 0952-53-4404
殻、汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、動不、ゴ、金、
ガ、糞、死、特油、特酸、
特ア、感染性

佐賀衛研㈱ 佐賀市鍋島町蛎久289-1 0952-32-3346 0952-32-3460 プ、木、繊、感染性 1.03t/日、1.44t/日　

一般財団法人環境ク
リーン財団

唐津市鎮西町菖蒲3700-
20 0955-82-0990 0955-82-5502

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、金、陶、
ば、感染性

感染性19t/日（24時間
稼働）クボタ・石川島
播磨重工業特定建設企
業共同体

■長崎県

㈱矢敷環境保全 大村市富の原2-921 0957-55-5333 0957-55-5255
汚、油、プ、紙、木、繊、
動、ゴ、金、陶、引、特
酸、特ア、感染性、石、
PCB

環境リサイクルエネル
ギー㈱ 佐世保市干尽町3-47 0956-20-4222 0956-59-2920

汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
ガ、れ、ふ、感染性

■熊本県

九州産廃㈱ 菊池市西寺633-2 0968-24-1193 0968-27-0364

紙、木、繊、動、ゴ、金、ガ、
鉱、が、ふ、死、ば、燃、汚、油、
酸、ア、プ、13、不、特鉱、
特ば、特燃、特汚、特油、
特酸、特ア、感染性

その他47.5t/日

【九州・沖縄】
■福岡県
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㈲トヨダ 八代市新港町2-4-14 0965-31-3122 0965-31-3123 紙、木、繊、特油、感染
性

■大分県
○大分市

㈱エスプレス大分 大分市大字下郡字向新地
3720-1 097-569-2482 097-554-6651

油、酸、ア、プ、紙、木、繊、
ゴ、金ガ陶、鉱、が、糞、
ば、感染性、特油、特酸、
特ア

■宮崎県

九州北清㈱ 小林市東方字山ノ口原
4066-25 0984-24-1170 0984-24-1180

殻、汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、陶、
鉱、糞、死、ば、13、特油、
特殻、特汚、特酸、特ア、
特ば、感染性

100t/日

公益財団法人宮崎県
環境整備公社

宮崎市大字大瀬町字倉谷
6176-1 0985-30-6511 0985-30-6616

燃、汚、、油、酸、ア、紙、
繊、動、ゴ、ば、固、ふ、
死、感染性　

■鹿児島県

㈱太陽化学 鹿児島市石谷町106-2 099-278-1783 099-278-4463

プ、ゴ、金、が、殻、汚、
油、酸、ア、ば、紙、木、
動、固、特殻、特汚、引、
特油、特酸、特ア、特ば、
感染性

○鹿児島市

㈱サニタリー 鹿児島市東谷山5-20-11 099-268-2014 099-267-7939

殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、固、ゴ、
金、陶、鉱、が、糞、ば、
特汚、特油、特酸、特ア、
特ば、感染性

38.88t/日、5.04t/日
（24時間稼働）アクト
リー製、キンセイ産業
製

㈱勝利商会 鹿児島市小川町27-2 099-226-3123 099-227-1838
殻、汚、油、酸、ア、プ、紙、
木、繊、動、固、ゴ、金、
陶、鉱、糞、ば、感染性

20t/日（8時間稼働）　
クリーン製

㈱創友環境開発 鹿児島市平川町4753 099-262-2130 099-261-1750
殻、酸、ア、プ、紙、木、
繊、動、固、ゴ、金、陶、
鉱、糞、ば、感染性

■沖縄県

㈲環境クリーン開発 宮古島市伊良部字長浜
1360-12 0980-78-5547 098-834-5268 プ、紙、木、繊、動、ゴ、

感染性

沖縄県産業廃棄物処
理協同組合 西原町字小那覇1061-1 098-946-7019 098-946-5931

汚、油、プ、紙、木、繊、
動、固、ゴ、金、陶、糞、
引、感染性

㈱環境ソリューション 沖縄市字登川3320-1 098-937-8660 098-937-8611
殻、汚、油、酸、ア、プ、
紙、木、繊、動、固、ゴ、
金、陶、鉱、が、糞、ば、
引、感染性

沖縄県医療廃棄物事
業協同組合 沖縄市登川3410-1 098-939-9999 098-939-6999

殻、汚、油、プ、紙、木、繊、
動、固、ゴ、金、陶、死、ば、
引、特酸、特ア、感染性

感染性14.4t/日（24時
間稼働）アクトリー製
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