
産業廃棄物処分業者（中間処理）

  事業者名（代表者名） 住          　　         所 電話（本社）　 　中間処理業の許可品目 中間処理方法 収集運搬業

  　（許可番号） 中間処理施設の所在地 電話（事業場） 及び処理能力 許可の有無

1 （有）青松巖商店　（青松　正燮） 京都府舞鶴市字余部上971番地 0773-62-0615 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （廃電線に限る。）、金属くず （廃電線に限る。） 破砕  0.4 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類） 令８．１２．２１ 有

 (02620131680) 　・舞鶴市字余部上971番

2 浅巻建設（株）　（滝井　昌彦） 京都府綾部市田町18番地 0773-42-1840 破砕 - がれき類 破砕  320 t/日 令７．８．３０ 有

 (02620032865) 　・綾部市下八田町桐ヶ迫2番2 ほか5筆 0773-42-2817  

3 足立木材（株）　（足立　淳） 京都府福知山市字天田小字田津8番地の2 0773-22-2859 破砕 - 木くず 破砕  118 t/日 令８．７．１９ 有

 (02620122046) 　・福知山市字岩井小字竹ヶ尻89番7 ほか2筆  

4 （有）アルミック徳原　（徳原　高宏） 兵庫県西脇市大野150番地の1 0795-23-8853 圧縮 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、金属くず 圧縮  120.8 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　122.4 t/日（紙くず）　61.6 t/日（金属くず） 令７．６．８ 有

 (02620054309) 　・綾部市渕垣町樋ノ口7番1､郷久7番2 0773-42-2690 圧縮  118.4 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　111.4 t/日（紙くず）　179.2 t/日（金属くず）

　・京丹後市大宮町奥大野小字牛谷10321番、322番

5 井木商事（株）　（井木　宏治） 京都府舞鶴市大字小倉小字タコ田190番地 0773-62-1259 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 破砕  3.84 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類） 令６．５．１８ 有

 (02620013558) 　・舞鶴市大字小倉小字タコ田182番地1 ほか13筆 破砕  75.3 t/日（木くず）

　・舞鶴市大字安岡小字笹タラ301番地38､301番地56 破砕  73.4 t/日（木くず）

6 （株）伊藤商店　（伊藤　博永） 京都府京都市南区吉祥院石原上川原町6番地 075-661-2095 切断 - 金属くず 切断  240 t/日 令７．７．２６ 有

 (02620054447) 　・向日市鶏冠井町南金村11番1､16番1 075-924-2361  

7 今井工業（株）　（今井　守） 京都府南丹市園部町内林町上ヲサ6番地の2 0771-62-0228 破砕 - がれき類 破砕  480 t/日 令６．２．５ 有

 (02620103526) 　・南丹市園部町越方ヒズミ1番2 ほか7筆 0771-62-1624 破砕  2,320 t/日

　・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 0771-84-0031

8 （株）ＥＵＭ　（川島　浩） 京都府宇治市宇治米阪2番地の2 0774-24-5151 脱水 - 汚泥 （建設汚泥に限る。） 脱水  29.18 ㎥/日 令６．１１．１２ 無

 (02620167647) 　・宇治市槇島町十六1-1 他8筆

9 （株）イワジツ建設　（岩本　浩） 京都府京都市伏見区中島宮ノ前町26番地 075-921-1101 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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  39.12 t/日 令９．２．９ 無

 (02620164071) 　・向日市鶏冠井町南金村25番地､26番地

10 岩本興産（株）　（岩本　勲武） 神奈川県川崎市川崎区浅野町5番16号 044-344-3246 せん断 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （再生利用を目的とした金属くずに付着しているものに限る。）、金属くず、 せん断  85.6 t/日 令８．６．１９ 有

 (02620025063) 　・久世郡久御山町下津屋富ノ城43番1､44番1､45番1 0774-43-4390 　　　　　   ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず （再生利用を目的とした金属くずに付着している

　　　　　   ものに限る。）、がれき類 （再生利用を目的とした金属くずに付着しているものに限る。）

11 WETECO（株）　（杉井　弘治） 京都府京田辺市甘南備台二丁目14番地 0774-65-2860 破砕 - 鉱さい （電炉ｽﾗｸﾞに限る。）、がれき類 破砕  1,000 t/日（がれき類） 令５．１０．４ 無

 (02620190060) 　・京田辺市甘南備台二丁目10番の一部、14番、14番4 天日乾燥後破砕 - 汚泥　（余りｺﾝｸﾘｰﾄに限る。） 天日乾燥 2.67 ㎥/日

12 江笠建材（株）　（砂後　美和子） 京都府与謝郡与謝野町字三河内12番地 0772-42-5013 破砕 - がれき類 破砕  680 t/日 令６．６．２３ 有

 (02620057717) 　・与謝郡与謝野町字与謝小字赤石7222-7 ほか2筆

13 （株）エスケーコーポレーション　（下岡　貴史） 京都府綴喜郡宇治田原町銘城台21番地の6 0774-99-8686 破砕 - 木くず 破砕 92.8 t/日 令８．９．２０ 有

 (02620187888) 　・綴喜郡宇治田原町大字郷ノ口小字西ノ山30番4

14 （株）大江砕石　（新井　博幸） 京都府福知山市大江町天田内208番地 0773-56-0086 破砕 - がれき類 破砕  1,360 t/日 令６．１．２３ 無

 (02620013557) 　・福知山市大江町天田内小字権現尾8050 ほか18筆

15 大谷生コン（株）　（木本　日出男） 京都府舞鶴市字森66番地 0773-62-3081 破砕 - がれき類 破砕  480 t/日 令５．３．２７ 無

 (02620140853) 　・舞鶴市大字森小字峠66番

16 大山産業（株）　（大山　青龍） 京都府綾部市大島町柳3番地 0773-42-5151 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （建設系のものに限る。）、紙くず、木くず、 破砕  3.73 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類） 令７．７．３０ 有

 (02620000924) 　・京丹後市峰山町安小字下河原276番 ほか7筆 0772-62-8010 　　   　 繊維くず、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 破砕  7.4 t/日（木くず）

17 オカガミ（株）　（濵田　篤介） 京都府八幡市下奈良小宮7番地 075-981-8301 せん断 336 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず） 令１０．７．２６ 有

 (02620153840) 　・八幡市下奈良小宮7番地 ほか2１筆 せん断 14.4 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、ゴムくず、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類）

18 （株）修己建設　（林　修己） 京都府京丹後市大宮町三坂146番地の1 0772-64-5378 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 破砕  3.60 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　4.30 t/日（紙くず） 令６．１０．８ 有

 (02620078766) 　・京丹後市丹後町間人小字祖父田4120番 　　   　 （廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞに限る。） 　　　　4.70 t/日（木くず）　1.80 t/日（繊維くず）

　　　　8.30 t/日（ｶﾞﾗｽくず･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。））

19 金下建設（株）　（金下　昌司） 京都府宮津市字須津471番地の1 0772-46-3151 破砕 - 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  320 t/日 令８．４．１９ 有

 (02620015200) 　・宮津市字須津小字霞口2507番 ほか6筆 0772-46-4163 破砕  280 t/日

　・船井郡京丹波町実勢小字大平55番1 ほか9筆 0771-82-1155

20 亀岡合砕協同組合　（光山　正浩） 京都府京都市西京区桂清水町39番地の1 075-392-0321 破砕 - がれき類 破砕  480 t/日 令８．５．７ 無

 (02620036990) 　・亀岡市篠町王子石原畑1番1 ほか2筆 0771-25-7426

許可期限又は条件

せん断 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、ゴムくず、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、
　　　　　　がれき類
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産業廃棄物処分業者（中間処理）

  事業者名（代表者名） 住          　　         所 電話（本社）　 　中間処理業の許可品目 中間処理方法 収集運搬業

  　（許可番号） 中間処理施設の所在地 電話（事業場） 及び処理能力 許可の有無

許可期限又は条件

21 （公財）亀岡市農業公社　（髙田　己喜男） 京都府亀岡市馬路町大河原31番地 0771-25-5525 堆肥化 - 動植物性残さ、動物のふん尿 堆肥化  52.69 t/日 令６．４．２３ 無

 (02620147223) 　・亀岡市馬路町大河原31番 ほか12筆

22 （有）カメキンリサイクルシステムズ　（大山　昇） 京都府亀岡市西別院町笑路頭木田1番地8 0771-27-2546 解体・破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 解体･破砕 令６．１２．２３ 有

 (02620112061) 　・亀岡市西別院町笑路頭木田1番8､9 　解体 :3 t/日　破砕 :976 ㎏/日

23 （株）環境整備ニヂュウイチ　（田畑　寿人） 京都府長岡京市神足塚田11番地 075-955-4111 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類 破砕  640 t/日 令６．１２．１３ 有

 (02620024696) 　・乙訓郡大山崎町字下植野小字北牧方25番、25番5

24 環境テクニカル（株）　（神成　昭弘） 京都府舞鶴市大字森小字大谷160番地 0773-75-6355 破砕 - がれき類 破砕  480 t/日 令４．７．２３ 有

 (02620126042) 　・舞鶴市大字森小字大谷160番ほか14筆

25 （有）神農商店　（神農　勝雄） 京都府与謝郡与謝野町字弓木891番地 0772-46-4970 切断 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 切断  11.44 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　75.2t/日（金属くず） 令７．１．２８ 有

 (02620080623) 　・与謝郡与謝野町字弓木小字細ノ木891番1及び874番3、877番1 圧縮 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （金属くずに混入しているものに限る。）、金属くず、 　　　　36.16 t/日（ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず）

　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず （金属くずに混入しているものに限る。） 圧縮  99.69 t/日

26 共栄建設（株）　（德岡　敏明） 京都府船井郡京丹波町須知伏拝14番地22 0771-82-2337 破砕 - 木くず、がれき類 破砕  360 t/日（がれき類） 令８．７．３０ 有

 (02620127491) 　・船井郡京丹波町水戸白次郎13番3 ほか10筆 0771-82-0305 破砕  4.84 ｔ/日（木くず）

27 （有）京扇リサイクルシステム　（人見　直樹） 京都府亀岡市本梅町中野北山4番地 0771-26-3345 破砕･圧縮･切断 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 破砕  1.2 t/日 令５．１２．２６ 無

 (02620010397) 　・亀岡市本梅町中野北山4番1 ほか3筆 破砕･圧縮･切断  1.6 t/日

28 （株）京都製錬所　（大林　智実） 京都府亀岡市西別院町笑路落合4番の3 0771-27-2036 解体 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （廃鉛蓄電池に係るものに限る。）、金属くず （廃鉛蓄電池に係るものに限る。） 解体  25.6 t/日（産業用廃鉛蓄電池） 令５．４．１０ 有

 (02620103134) 　・亀岡市西別院町笑路落合4番1 精錬 - 汚泥 （泥状の鉛又はその化合物に限る。）、金属くず （廃鉛蓄電池に係るものに限る。） 精錬  36 t/日

29 京都農業協同組合　（大槻　松平） 京都府亀岡市余部町天神又2番地 本館 0771-22-5505 堆肥化 - 動植物性残さ （植物性残さに限る。）、動物のふん尿 堆肥化  20 t/日 令７．７．３１ 有

 (02620071597) 　・南丹市園部町宍人平47番地1 0771-63-0760

30 京都有機質資源（株）　（安田　曉彦） 京都府京都市伏見区南寝小屋町91番地 075-953-6100 飼料化 - 動植物性残さ 飼料化  126 t/日 令５．４．１７ 有

 (02620103469) 　・長岡京市神足落述1番 ほか3筆 油水分離 - 廃油 （廃食用油に限る。） 油水分離  1 ㎥/日

31 （有）キンキ　（岡村　光一） 京都府亀岡市篠町王子市原61番地の13 0771-22-1155 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 破砕  4.57 t/日 令４．１２．２４ 有

 (02620020890) 　・亀岡市篠町王子市原61番1 ほか2筆

32 近畿電電輸送（株）　（上田　一志） 大阪府寝屋川市讃良西町6番23号 072-823-8585 破砕 - がれき類（廃ｺﾝｸﾘｰﾄ電柱に限る。） 破砕  83.2 t/日 令７．１２．８ * 有

 (02620038004) 　・八幡市岩田六ノ坪57番1 075-972-0231 分離･破砕 （破砕はｶﾞﾗｽくずに限る。） - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （廃太陽光ﾊﾟﾈﾙに限る。）、金属くず （廃太陽 分離･破砕  4.8 t/日

 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 光 ﾊﾟﾈﾙに限る。）、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 破砕・溶融・発泡 7.68t/日　※２

 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 （廃太陽光ﾊﾟﾈﾙに限る。）

破砕・溶融・発泡 - ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず （ガラスくずに限る。）　※２

33 （株）クリンテック　（山本　康雄） 京都府京都市南区久世上久世町500番地 075-931-1980 脱水 - 汚泥、廃油 脱水  8.6 ㎥/日 令７．１０．１９ 有

 (02620016973)

34 （有）京奈リサイクル　（八木　昌司） 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷３７番地 0774-88-4074 破砕 - 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  320 t/日 令５．７．１４ 有

  (02620054621) ・綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷３７番ほか５筆

　※宇治市宇治塔の川32
　　 　ほか39箇所の山城北保健所に届出のあった設置場所

破砕：木くずとその他の産業廃棄物が混合した
状態で破砕してはならないこと。

事前に山城北保健所に届出のあった設置場所
の敷地内で行うこと。

2 / 7 *更新手続中（従前許可が有効）



産業廃棄物処分業者（中間処理）

  事業者名（代表者名） 住          　　         所 電話（本社）　 　中間処理業の許可品目 中間処理方法 収集運搬業

  　（許可番号） 中間処理施設の所在地 電話（事業場） 及び処理能力 許可の有無

許可期限又は条件

35 サカエ産業（株）　（張本　章朗） 京都府亀岡市大井町南金岐重見70番地 　0771-25-0045 焼却 - 汚泥、廃油、廃酸、廃ｱﾙｶﾘ、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、 焼却  29.472 t/日（汚泥）　20.280 t/日（廃油） 令８．８．１５ 有

 (02620060383) 　・亀岡市大井町南金岐重見70番 　　   　 ｺﾞﾑくず 　　　　11.568 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）

乾燥 - 汚泥 　　　　22.752 t/日（その他の産業廃棄物）

破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 乾燥  18.7 ㎥/日

　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 破砕  10.08 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　22.24 t/日（木くず）

減容固化 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 減容固化  0.96 t/日

36 ROLLINGZERO（株）（国本　武） 京都府京田辺市大住池島21番地8 072-892-2789 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （廃ﾀｲﾔに限り、ﾎｲｰﾙ付きを含む。） 破砕  40.6 t/日 令５．４．３０ 有

 (02620053014) 　・京田辺市大住池島21番8､21番9 0774-62-5648

37 サコダ砕石（株）　（迫田　哲木） 京都府舞鶴市字下漆原405番地 0773-82-0131 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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  480 t/日 令３．６．６ 無

 (02620040365) 　・舞鶴市字下漆原小字長谷10155番地 ほか3筆

38 澤喜建設（株）　（澤田　良夫） 京都府久世郡久御山町佐山新開地206番3 0774-46-9035 圧縮 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （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。） 圧縮  1.116 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類） 令８．１．１７ 有

 (02620128600) 　・久世郡久御山町佐山新開地206番3及び207番3 0774-45-2299 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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。） 破砕  10.368 t/日（ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず）

圧縮  2.96 t/日（金属くず）

39 山陰丸和林業（株）　（北岡　幸一） 島根県松江市西津田一丁目2番14号 0852-23-1300 破砕 - 木くず 破砕  245.2 t/日 令５．１１．６ 有

 (02620068082) 　・与謝郡与謝野町字石川小字鋤先930番1 ほか6筆 0772-42-6531

40 サン開発（株）　（木本　和彦） 京都府舞鶴市字和江880番地 0773-82-0056 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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  320 t/日 令４．５．３１ 有

 (02620047929) 　・舞鶴市字和江小字城ヶ腰886番､904番

41 （株）三幸産業　（林田　幸三） 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保48番地の1 0774-82-2821 破砕 - 金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず （ﾊﾟｲﾙ杭に限る。）、 破砕  840 t/日 令６．１０．１０ 有

 (02620023874) 　・綴喜郡井手町大字井手小字久保48番地の1 ほか16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及び線路敷石に限る。）

42 （株）城南開発興業　（山﨑　公信） 京都府城陽市寺田丁子口8番地1 0774-55-3980 脱水 - 汚泥 脱水  9 ㎥/日 令８．２．２１ * 有

 (02620000372) 　 圧縮 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 圧縮  157.76 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）

　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず （廃ﾛｯｸｳｰﾙに限る。） 　　　　90.64 t/日（紙くず）　126.08 t/日（木くず）

<圧縮>　・城陽市寺田丁子口8番1 　　　　90.64 t/日（繊維くず）　141.92 t/日（ｺﾞﾑくず）

　　　　74.72 t/日（金属くず）　118.32 t/日（廃ﾛｯｸｳｰﾙ）

43 （有）将楽産業　（新井　和幸） 京都府福知山市大江町千原小字江口1131番地の13 0773-56-0465 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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 破砕  400 t/日 令４．６．２８ 有

 (02620134757) 　・福知山市大江町千原小字江口1131番地13 　　   　 廃材に限る。） 天日乾燥  6 ㎥/日

天日乾燥 - 汚泥 （生ｺﾝｸﾘｰﾄに限る。） 造粒固化  197.6 t/日

　・福知山市大江町南有路小字十倉奥山528番4 造粒固化 - 燃え殻 （火力発電所及び木質バイオマス発電所から排出されるものに限る。）、

　　　　　　　汚泥 （再生利用を目的とした無機性汚泥に限る。）、

　　　　　　  ばいじん （火力発電所及び木質バイオマス発電所から排出されるものに限る。）

44 （株）スリーエス　（丸岡　陽太） 京都府福知山市牧神谷285番41 0773-25-9777 選別 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず 選別  936 ㎥/日 令６．１１．１２ 有

 (02621061097) 　・福知山市字牧小字神谷285番41 　　   　 及び陶磁器くず、がれき類 破砕  1.449 t/日

破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （廃ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙに限る。） 圧縮  10.32 t/日

圧縮 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

45 大栄アメット（株）　（中村　功） 京都府福知山市土師宮町一丁目17番地 0773-20-2020 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽｯｸ類、紙くず、木くず、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、 破砕  4.8 t/日 令８．８．２５ 有

 (02640000745) 　・福知山市字正明寺小字向野15番2 ほか2筆 0773-24-3555 　　   　 がれき類 破砕  311.2 t/日

　・福知山市字堀小字段畑2885番､2521番（がれき類の破砕に限る｡） 0773-20-2020 選別 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、 選別  1,040 ㎥/日

　・福知山市字川北小字ｷﾛｸｼﾞ13番11 ほか3筆 0773-24-3888 　　   　 がれき類

<脱水>　※綴喜郡井手町大字井手小字渋川10-17
　　　　　　　　ほか9箇所の山城北保健所に届出のあった設置場所

脱水処理は事前に山城北保健所に届出のあっ
た設置場所の敷地内で行うこと。

3 / 7 *更新手続中（従前許可が有効）



産業廃棄物処分業者（中間処理）

  事業者名（代表者名） 住          　　         所 電話（本社）　 　中間処理業の許可品目 中間処理方法 収集運搬業

  　（許可番号） 中間処理施設の所在地 電話（事業場） 及び処理能力 許可の有無

許可期限又は条件

46 （株）大剛　（安田　奉春） 京都府八幡市上奈良日ノ尾1番地の7 075-983-8280 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 固形燃料化  43.89 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　72.0 t/日（木くず） 令７．４．１５ 有

 (02620002565) 　・八幡市上奈良日ノ尾1番7 ほか21筆 075-983-8280 　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類 破砕  40.8 t/日（木くず）

　 　・長岡京市神足寺田17番2 ほか4筆 075-958-6661 分離 - 汚泥、廃酸、廃ｱﾙｶﾘ、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び 破砕  163.2 t/日（木くず）

　　   　 陶磁器くず （缶飲料等の製造事業者等で発生又は回収された缶･ｶﾞﾗｽびん・ 破砕  51.12 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　80.4 t/日（木くず）  

　　   　 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ飲料等に限る。） 　　　　154.8 t/日（がれき類） 

固形燃料化 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ 圧縮  192 t/日

圧縮 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 分離  157.2 t/日（缶）　193.2 t/日（びん）

　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず （紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、 　　　　115.5 t/日（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）

　　   　 金属くずについては廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類又はｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くずに 　　　　88.8 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙを除く｡））

　　   　 付着しているものに限る。） 固形燃料化  43.89 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　34.65 t/日（木くず）

選別･圧縮 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙに限る。）、金属くず （ｱﾙﾐ缶、ｽﾁｰﾙ缶に限る。）、 圧縮  192 t/日

　　　　　　 　  ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず （ｶﾞﾗｽびんに限る。） 選別･圧縮  

　選別 :72 t/日　圧縮 :27.6 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙに限る。））

47 大成ロテック（株）　（金馬　弘明） 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 03-3567-9431 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類 破砕  640 t/日 令９．１．２７ 無

 (02620001900) 　・福知山市字牧小字狭間1349番地 ほか23筆 0773-33-2292

48 （株）但馬環境　（伊藤　仁） 兵庫県豊岡市市場52番地の2 0796-29-5330 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 破砕  4.3 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類） 令６．８．１５ 有

 (02620068101) 　・京丹後市久美浜町鹿野小字林ヶ谷36番2 ほか6筆 0772-83-2010 　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 　　　　4.7 t/日（木くず）

49 田中プラント（株）　（田中　丈介） 京都府舞鶴市字倉谷1016番地 0773-75-2228 破砕 - がれき類 破砕  960 t/日 令９．２．６ 有

 (02620082499) 　・舞鶴市字余部上小字奥山333番 ほか35筆 0773-64-4061

50 （株）玉井道路　（玉井　政弘） 京都府京都市伏見区下鳥羽広長町185番地 075-604-6007 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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。）、がれき類 破砕  8 t/日（廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ） 令４．６．１１ 有

 (02620132918) 　・宇治市槇島町二十四10番1､9番1､8番､3番1 　　　　800 t/日（がれき類）

51 丹後北都不動産（株）　（八木　末男） 京都府京丹後市峰山町新町115番地 0772-62-2600 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、金属くず 破砕  1.42 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類） 令５．１１．５ 有

 (02620097703) 　・京丹後市大宮町河辺小字塚手3731番1 ほか2筆 　　　　2.23 t/日（木くず）　1.09 t/日（金属くず）

52 丹波高原飼料（株）　（北側　知子） 京都府南丹市日吉町上胡麻榎木谷28番地 0771-74-0693 乾燥･粉砕 - 動植物性残渣 （ﾊﾟﾝ屑、菓子屑及びｼﾞｬｶﾞｲﾓ屑に限る。） 乾燥･粉砕  19.8 t/日 令６．１０．９ 有

 (02620179552) 　・船井郡京丹波町院内向ﾋ野3番2及び3番3 粉砕  5.4 t/日

53 寺尾道路（株）　（藤林　良仁） 京都府南丹市園部町小桜町二号4-5 0771-62-4166 破砕 - 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  720 t/日 令６．８．４ 有

 (02640020891) 　・南丹市園部町上木崎町峠尻30番13 ほか5筆 0771-62-3223

54 （有）富山資源開発　（堀江　崇寛） 京都府綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字末田1-1 0774-99-7555 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず 破砕  4.671 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　13.2 t/日（金属くず） 令８．８．３１ 有

 (02620077429) 　・綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字末田1番1､小字長井野8番 減容固化 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （発泡ｽﾁﾛｰﾙに限る。） 減容固化  0.668 t/日

55 （株）ナプラス　（藤井　恵理奈） 京都府城陽市久世荒内160番地2 0774-54-1007 破砕･減容固化 - ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （発泡ｽﾁﾛｰﾙに限る。） 破砕･減容固化  3 t/日 令４．１２．１ 有

 (02620058355) 　・城陽市久世荒内160番地12､160番地13 圧縮 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、繊維くず、金属くず 圧縮  17.2 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）

　　　　27.5 t/日（紙くず）

　　　　10.2 t/日（繊維くず）

　　　　15.9 t/日（金属くず）

56 南丹清掃（株）　（山本　新次郞） 京都府亀岡市荒塚町二丁目14番10号 0771-22-4488 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類 破砕  4.27 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　4.29 t/日（木くず） 令８．４．２６ 有

 (02620019023) 　・亀岡市本梅町西加舎前ヶ芝24番ほか6筆 切断 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、金属くず 　　　　3.90 t/日（ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず） 

圧縮 - 金属くず、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、繊維くず 　　　　4.29 t/日（がれき類） 

切断  4.73 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　7.43 t/日（木くず） 

　　　　15.3 t/日（金属くず）

圧縮  94.11 t/日（金属くず）

圧縮  68.74 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　58.92 t/日（紙くず）

　　　　23.56 t/日（繊維くず）

57 西田工業（株）　（西田　吉宏） 京都府福知山市字天田小字犬丸131番地の1 0773-22-1001 破砕 - がれき類 （ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ廃材に限る。） 破砕  400 t/日 令５．４．２５ 有

 (02620003119) 　・福知山市字岩間小字塩津17番地の2 ほか9筆 0773-22-4762

58 日鉄萬金属（株）　（木村　啓孝） 滋賀県愛知郡愛荘町長野328番地の2 0749-42-5245 せん断 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず せん断  372.8 t/日 令７．５．１５ 有

 (02620038926) 　・久世郡久御山町野村南浦35番1及び36番7 075-632-5666 　　　　 　  （以上3種類　廃家電等に限る。）

4 / 7 *更新手続中（従前許可が有効）



産業廃棄物処分業者（中間処理）

  事業者名（代表者名） 住          　　         所 電話（本社）　 　中間処理業の許可品目 中間処理方法 収集運搬業

  　（許可番号） 中間処理施設の所在地 電話（事業場） 及び処理能力 許可の有無

許可期限又は条件

59 （株）日本殖産　（高橋　芳彦） 京都府福知山市字長田小字木戸104番地の41 0773-27-7985 堆肥化 - 汚泥 （堆肥化できる有機性汚泥に限る。）、動植物性残さ 堆肥化  14 t/日（汚泥、動植物性残さ） 令５．４．１ 有

 (02621032866) 　・福知山市字長田小字西田24番1 ほか10筆 　 堆肥化  16.5 t/日（汚泥）

60 （株）丹羽由砕石　（丹羽　澄吉） 愛知県名古屋市北区上飯田南町三丁目90番地の5 052-911-1177 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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。） 破砕  624 t/日 令７．１２．２６ 無

 (02620157783) 　・宇治市西笠取仁南郷85番 077-546-5822 　　   　 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。）

61 （株）浜橋工業　（濱橋　知子） 京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町77番地の2 075-641-3773 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず 破砕  199.4 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　381.8 t/日（木くず） 令６．６．２９ 有

 (02620014643) 　・長岡京市勝竜寺町一 11番地 ほか10筆 075-954-3433 　　   　 及び陶磁器くず、がれき類、第13号廃棄物 （建設系汚泥、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び 　　　　806.6 t/日（がれき類）

　　   　 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。） 破砕  960 t/日（がれき類）

分離 - ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類 （以上2種類 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞに限る。） 分離  32 t/日

脱水 - 汚泥 （建設系汚泥に限る。） 脱水  168 ㎥/日

ｺﾝｸﾘｰﾄ固化 - 汚泥 （建設系汚泥に限る。）、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、 ｺﾝｸﾘｰﾄ固化  110.25 ㎥/日

　　　　　　　　　 がれき類

選別 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 選別  89.76 t/日

　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類

62 （株）林建材　（林　正広） 京都府京丹後市弥栄町堤220番地 0772-65-2016 破砕 - 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  344 t/日 令５．３．２０ 有

 (02620097722) 　・京丹後市弥栄町堤小字吹ノ谷1165番､1165番1

63 （株）ヒューテクノ　（上野　仁詩） 京都府宮津市字京街道210番地の1 0772-22-7816 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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  280 t/日 令８．５．１０ 無

 (02620069360) 　・舞鶴市字岡田由里小字下市10358番1､10364番2 0773-83-0080

64 （有）びわこクリーンセンター　（森川　哲也） 京都府京田辺市大住藤ノ木12番地3 0774-65-4117 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 破砕  480 t/日（がれき類） 令６．１２．２６ 有

 (02620055587) 　・京田辺市大住池ノ端72番4 ほか2筆 　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類 破砕  8.12 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　9.68 t/日（木くず）

65 （株）フォース　（南谷　容宏） 京都府京都市南区上鳥羽勧進橋町10番地ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ上鳥羽205号 075-341-5353 破砕･選別 - がれき類、木くず、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 破砕  720 t/日（がれき類）　120 t/日（木くず） 令７．７．２６ 無

 (02620074783) 　・南丹市日吉町志和賀大物1番1 ほか3筆 0771-72-5070 　　　　　　 　  ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 　 破砕  36.8 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）

造粒固化 - 汚泥 （無機性汚泥に限る。） 破砕  17 t/日（ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず （石膏ﾎﾞｰﾄﾞに限る｡））

造粒固化  1,360 ㎥/日

 　 選別  720 t/日

66 （株）藤田産業　（宮脇　真有子） 京都府宇治市槇島町吹前21番地 0774-22-7919 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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。）、 破砕  807.2 t/日 令５．２．２８ 無

 (02620002175) 　・宇治市槇島町吹前21番地 ほか9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。） 溶融  38.4 t/日

溶融 - がれき類 （ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ廃材に限る。） 脱水  200 ㎥/日

脱水･造粒固化 - 汚泥 （建設汚泥に限る。） 造粒固化  75 t/日

67 （有）フジワラ　（藤原　増弐） 京都府京丹後市久美浜町鹿野1130番地 0772-83-1295 油水分離 - 廃油 （ﾀｰﾙ･ﾋﾟｯﾁ類を含まないものに限る。） 油水分離  11.6 ㎥/日 令８．４．１３ 有

 (02620122066) 　・京丹後市久美浜町鹿野小字小丸山1127 番 ほか3筆 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 破砕  3.94 t/日

　・京丹後市久美浜町鹿野小字荒岡1197 番､1201番

68 双巳産業（株）　（薗田　喜造） 京都府京田辺市大住池島21番15 0774-65-4456 中和 - 廃酸、廃ｱﾙｶﾘ 中和  43.2 ㎥/日 令８．２．５ 有

 (02620001394) 　・京田辺市大住池島21番15 ろ過･反応･濃縮 - 汚泥、廃酸、廃ｱﾙｶﾘ （以上3種類 再生利用できるものに限る。） ろ過  72 ㎥/日、 40 ㎥/日

反応  48 ㎥/日

濃縮  8 ㎥/日、20 ㎥/日

反応  240 ㎥/日

69 （株）プレミツクアス　（濵口　武久） 京都府長岡京市勝竜寺近竹1番地 075-952-3131 破砕･溶融 - がれき類 破砕･溶融  480 t/日 令７．６．２１ 無

 (02620005714) 　・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 0773-56-0569 破砕  445.5 t/日

70 （株）ベストプランニングシステム　（藤井　恵理奈） 京都府城陽市久世荒内160番地2 0774-55-9516 選別 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず、 選別  20 t/日 令９．１．２０ 有

 (02620002282) 　・城陽市久世荒内158番地､160番地1､160番地3 　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類

破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 破砕  4.73 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）

　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 　　　　4.86 t/日（木くず）

5 / 7 *更新手続中（従前許可が有効）



産業廃棄物処分業者（中間処理）

  事業者名（代表者名） 住          　　         所 電話（本社）　 　中間処理業の許可品目 中間処理方法 収集運搬業

  　（許可番号） 中間処理施設の所在地 電話（事業場） 及び処理能力 許可の有無

許可期限又は条件

71 ホームケルン（株）　（国本　武命） 京都府宇治市伊勢田町名木三丁目1番地の57 0774-44-1400 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 破砕  4.80 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　7.52 t/日（木くず） 令１１．２．１ 有

 (02621025049) 　・京田辺市大住池嶋21番 ほか5筆 0774-63-7155 　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類 　　　　10.16 t/日（がれき類）

　・京田辺市大住池島48番1 ほか7筆 選別 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 破砕  72.06 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　88.07 t/日（木くず）   

　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類 　　　　84.64 t/日（がれき類）

固形燃料化 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず 破砕  60 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）   96 t/日（木くず）

圧縮 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 圧縮  494.4 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）   494.4 t/日（紙くず）

　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 　　　　326.4 t/日（木くず）   228.0 t/日（繊維くず）

　　　　412.8 t/日（ｺﾞﾑくず）   710.4 t/日（金属くず）

　　　　465.6 t/日（ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず）

圧縮  53.04 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙに限る｡））

選別  290 ㎥/日

選別  960 ㎥/日

72 舞鶴喜楽鉱業（株）　（小宮山　茂幸） 京都府綾部市物部町白岩9番地の1 0773-49-1185 油水分離 - 汚泥、廃油 油水分離   64 ㎥/日 令８．９．２９ 有

 (02621005715) 　・綾部市物部町白岩9番1

73 （有）舞鶴清掃社　（中野　暢夫） 京都府舞鶴市字浜109番地 0773-62-1466 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、金属くず 破砕  2.48 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）   2.96 t/日（木くず） 令６．９．１０ 有

 (02621001867) 　・舞鶴市字喜多小字宮崎31番地8 破砕･減容固化 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （発泡ｽﾁﾛｰﾙに限る。） 破砕･減容固化  0.64 t/日

74 （有）舞鶴リサイクルセンター　（大山　龍一） 京都府舞鶴市字登尾776番地 0773-62-2796 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、金属くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 破砕  20 t/日（木くず） 令６．５．３０ 無

 (02620019021) 　・舞鶴市字登尾小字樋ノ口776番､777番

75 前田道路（株）　（武川　秀也） 東京都品川区大崎一丁目11番3号 03-5487-0011 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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  960 t/日 令５．８．３１ 無

 (02620006048) 　・長岡京市勝竜寺蔵道13番 ほか7筆 075-953-1155

76 松村産業（株）　（松村　竹治） 京都府京丹後市峰山町赤坂555番地 0772-62-0350 破砕 - 木くず、ｶﾞﾗｽくず･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。）、 破砕  320 t/日（ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類） 令５．１０．１９ 有

 (02620055589) 　・京丹後市峰山町赤坂小字小耳尾85-3 ほか7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  275.2 t/日（木くず）

　・京丹後市大宮町善王寺小字奥本ﾚ55番 ほか4筆 0772-68-3078

77 三重中央開発（株）　（金子　文雄） 三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地 0595-20-1119 選別･破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 破砕  952 t/日（がれき類） 令８．８．２７ 有

 (02641004487) 　・木津川市加茂町大畑背谷38番地1 ほか94筆 0774-76-6623 　　　　　　 　  ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類 破砕  60 t/日（木くず）

破砕 - 木くず、ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類 選別･破砕

　選別 :947 ㎥/日

　破砕 :61.44 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）　67.36 t/日（木くず）　90.00 t/日（がれき類）

78 （福）みずなぎ学園　（隅山　充樹） 京都府舞鶴市字鹿原209番地の3 0773-63-5030 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 破砕･減容固化  3.0 t/日 令８．７．１９ 有

 (02620128830) 　・舞鶴市字野村寺200番地の2 0773-75-8800

79 瑞穂環境産業（有）　（太野　勉） 京都府船井郡京丹波町東又縄手16番地 0771-87-0456 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、金属くず、がれき類 （瓦くずに限る。） 破砕  2.8 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類） 令３．１０．２８ 無

 (02620107265) 　・船井郡京丹波町井脇高ノ扈9番､10番1 0771-87-0620 　　　　4.56 t/日（がれき類）

破砕  4.8 t/日（木くず）

80 （有）光山合砕　（光山　正浩） 京都府京都市西京区桂清水町39番地の1 075-392-0321 破砕 - 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 令６．２．１８ 無

 (02620055974) 　・亀岡市西別院町笑路落合3番2 ほか2筆 0771-27-3917

81 三原建設（株）　（三原　美知子） 京都府八幡市内里柿谷5番地の3 075-982-4456 破砕 - 木くず 破砕  80 t/日 令４．１１．１５ 有

 (02620049694) 　・京田辺市甘南備台二丁目2番 0774-62-8689

82 （有）都商事　（田中　里美） 京都府南丹市園部町埴生藪ノ内3番地 0771-65-0079 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 破砕  1.52 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類） 令８．８．１５ 有

 (02620085867) 　・南丹市園部町埴生藪ノ内3番1及び4番 0771-65-0584 　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類 破砕  2.4 t/日（木くず）

　・南丹市園部町埴生中西111番1 破砕  391.2 t/日（がれき類）

83 （有）ミライ産業　（岩本　美紗） 京都府向日市鶏冠井町南金村17番地の1 075-921-1130 破砕 - がれき類 破砕  960 t/日 令８．１０．９ 有

 (02620108911) 　・向日市鶏冠井町南金村17-1 ほか2筆
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産業廃棄物処分業者（中間処理）

  事業者名（代表者名） 住          　　         所 電話（本社）　 　中間処理業の許可品目 中間処理方法 収集運搬業

  　（許可番号） 中間処理施設の所在地 電話（事業場） 及び処理能力 許可の有無

許可期限又は条件

84 安田産業（株）　（安田　浩一） 京都府与謝郡与謝野町字男山800番地の1 0772-46-5581 脱水 - 汚泥 脱水  83.2 ㎥/日 令４．６．３ 有

 (02620001723) 　・与謝郡与謝野町字岩滝小字野田2501番地 ほか2筆（脱水） 0772-46-5355 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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  100 t/日

　・与謝郡与謝野町字岩滝小字野田2364番地 ほか1筆（破砕） 0772-46-4383

85 八津合工業（株）　（岸本　良平） 京都府綾部市八津合町片山106番地 0773-54-0064 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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。）、 破砕  240 t/日 令８．３．２９ 有

 (02620074246) 　・綾部市五津合町湯ノ上29番 ほか4筆 0773-54-5055 　　   　 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。）

86 山川産業（株）　（金本　範彦） 兵庫県淡路市岩屋1320番地の4 06-4868-1560 焼却 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （鋳物廃砂に含まれるものに限る。）、鉱さい （鋳物廃砂に限る。） 焼却  120 t/日 令５．８．２８ 有

 (02620006279) 　・京丹後市網野町掛津小字奥田299番地 0772-72-1885

87 山崎工業（株）　（山崎　高雄） 京都府京丹後市網野町生野内768番地 0772-72-3530 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類 破砕  76.8 t/日 令８．２．５ 有

 (02620073647) 　・京丹後市網野町生野内小字古谷772番

88 山路産業（株）　（山路　正洋） 京都府福知山市字正明寺小字向野5番地の58 0773-22-6840 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、 破砕  16 t/日（がれき類） 令７．１０．３１ 有

 (02620001590) 　・福知山市字正明寺小字向野5番地の4 　　   　 ｶﾞﾗｽくず･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。） 　　　　10 t/日（木くず）

　　　　3.7 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）

89 山城プレス工業（株）　（吉田　直子） 京都府宇治市槇島町二十四53番地 0774-22-4252 選別･圧縮
※

 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、 選別･圧縮  37 t/日 令５．７．２７ 有

 (02620105218) 　・宇治市槇島町二十四53番 ほか5筆 　　　　　　　　
 
  ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類 選別･せん断  24 t/日

選別･せん断
※

 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、

 　　　　　　　　　   ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類

※ 　 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。）

90 （株）山本興業　（山本　勝啓） 大阪府茨木市安威三丁目15番5号 072-643-2594 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類 破砕  179.2 t/日（がれき類） 令６．３．２ 有

 (02620066508) 　・亀岡市東別院町栢原上日影18番1､18番2 0771-27-3560

91 （株）吉岡商店　（吉岡　正美） 京都府京丹後市弥栄町木橋845番地 0772-65-2645 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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。）、 破砕  320 t/日 令５．８．２３ 有

 (02620036393) 　・京丹後市弥栄町木橋小字馬別當293番 ほか2筆 0772-65-3166 　　   　 がれき類

92 （株）リールエステート　（坂本　大樹） 大阪府吹田市山田東一丁目10番26号 06-6877-2111 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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  1.44 t/日（ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず） 令５．３．２１ 有

 (02620195705) 　・亀岡市東別院小泉池ｹ谷1番､2番､2番の1､9番の一部 0771-27-7040 　　　　4.56 t/日（がれき類）

　・亀岡市東別院町小泉岩原２番１ほか５筆（造粒固化） 造粒固化-汚泥（建設汚泥に限る。） 造粒固化  216 m3/日（汚泥）

93 （株）利昌　（平良　尚子） 大阪府豊中市庄内宝町二丁目9番34号 06-6334-2518 破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、 破砕  4.88 t/日（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類） 令４．１０．１５ 有

 (02621000320) 　・亀岡市西別院町犬甘野椎ｹ原46番､46番2 0771-27-7201 　　   　 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 　　　　4.48 t/日（木くず）

94 （有）和束砕石　（可畑　陽一） 京都府相楽郡和束町大字木屋小字宮ノ谷1番地 0774-78-3816 破砕 - ｶﾞﾗｽくず･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  1392.3 t/日 令４．１２．２６ 無

 (02620101248) 　・相楽郡和束町大字木屋小字宮ノ谷33番地 ほか41筆

95 喜楽鉱業（株）　（小宮山　茂幸） 滋賀県湖南市石部口二丁目7番33号 0748-77-4689 焼却 - 汚泥、廃油、廃酸、廃ｱﾙｶﾘ、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、ばいじん 焼却　143.4 t/日（汚泥） 令７．１２．２０ 有

 (02620004194) 　・綾部市十倉志茂町千原14番2 ほか19筆 油水分離 - 廃油 　　　　60.864 t/日（廃油）

圧縮 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（廃ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄに限る。）、金属くず 　　　　144 t/日（その他の産業廃棄物）

油水分離　64 m3/日

圧縮　9.6 t/日（金属くず）　、

　　　　25.4 t/日（金属くず、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）

96 （株）浜田　（濱田　篤介） 大阪府高槻市柱本三丁目8番6号 072-686-3500 切断・選別 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず、 切断・選別  10.8 t/日 令８．７．２８ 有

 (02620009139) 　・八幡市下奈良小宮4番2、7番 075-925-5361 　　　　　　　　   ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（ｶﾞﾗｽくずに限る。） 切断  10.8 t/日

切断 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず、 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（ｶﾞﾗｽくずに限る。） 破砕　4.8 t/日

破砕 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず、 ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（ｶﾞﾗｽくずに限る。）

97 （有）両丹金属　（金村　峰土） 京都府舞鶴市大字平小字平田１１８６番地の１ 0773-68-0326 切断・解体 - 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 （廃鉛蓄電池に係るものに限る。）、 切断・解体  48 t/日 令９．２．２１ 無

 (02620213192) 　・舞鶴市字平小字小浦３３０番地１ 　　   　　　　　金属くず  （廃鉛蓄電池に係るものに限る。）
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