
再資源化処理施設（As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格
島原振興局管内

（ｔ） （ｔ） （ｔ） （） () Ａｓ塊 Ｃｏ塊
8:00-17:00 12/20一時掲載取消

※H23.12.20～H24.3.18まで受入不可
島原市西町丙1234-1 島原市出の川町甲792
℡ 0957-63-6168 同左 可 時間外、深夜協議

8:00-17:00 12/20一時掲載取消
※H23.12.20～H24.3.18まで受入不可

島原市西町丙1234-1 雲仙市小浜町山畑字大平2821-1 - - -
℡ 0957-63-6168 090-9560-8769 不可 - - -

8:00-17:00

島原市城内3-1249 島原市宇土町乙1163 (1,000) (1,000) (1,100)
℡ 0957-62-4758 ℡ 0957-62-8912 可 [1,000] [1,000] [1,100]

7:30-20:00

南島原市西有家町慈恩寺514-1 南島原市西有家町長野4926 (1,000) (1,000) (1,100)
℡ 0957-65-2110 ℡ 0957-82-3358 可 [1,000] [1,000] [1,100]

8:00-17:00

南島原市南有馬町乙110-1 南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695-1 (1,000) (1,000) (1,100)
℡ 0957-85-3561 ℡ 0957-87-5559 可 [1,000] [1,000] [1,100]

8:00-17:00

島原市栄町8301 南島原市布津町丙4469 (1,100) (1,100) (1,210)
℡ 0957-64-1357 ℡ 0957-65-1122 可 [1,200] [1,200] [1,320]

8:00-17:00

島原市栄町8301 雲仙市瑞穂町伊福乙1949-1 (1,100) (1,100) (1,210)
℡ 0957-64-1357 ℡ 0957-77-3845 可 [1,200] [1,200] [1,320]

8:00-17:00

島原市中野町丙36-1 島原市立野町丙1899
℡ 0957-64-1131 同左 可

8:00-17:00

雲仙市国見町土黒甲28-10 雲仙市国見町神代戊字原頭2658

0957-78-3266 ℡ 0957-78-2475 可 時間外,深夜協議
8:00-17:00

雲仙市小浜町山畑5260 同左
0957-74-9964 同左 可 時間外,深夜協議

注1. 処理価格の（　）は、時間外。［　］は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。
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①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。

②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。

③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。

④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

電話番号 許可番号 許可年月日

0957-68-0771 4220083176 H14.2.27

工場内での処理 位置図 産廃-図-7

単位 単価

m3当たり 2,500

m3当たり 6,000

注意事項

※　異物（鉄、ビニール）を除去したものに限ります。

※　根株については、土・石を完全に除去したものに限ります。

電話番号 許可番号 許可年月日

0957-85-3561 4220026004 H19.7.29

工場内・現場での処理 位置図 産廃-図-6

単位 単価

m3当たり 2,500

m3当たり 2,500

m3当たり 2,500

m3当たり 4,500

m3当たり 5,000

注意事項

※　土砂混じり又は金属混じりは別途料金となります。

12/20一時掲載取消

電話番号 許可番号 許可年月日

0957-63-6168 4220037907 H18.3.15

工場内での処理 位置図 産廃-図- 8

単位 単価

t当たり 12,500

t当たり 16,500

t当たり 12,500

注意事項 ※H23.12.20～H24.3.18まで受入不可

※　異物(鉄･ビニール)を除去したものに限ります。

※　根株については、土･石を完全に除去したものに限ります。

※　解体材については、防腐処理木は除く。

チップ材にリサイクル

チップ材にリサイクル

備考

チップ材にリサイクル

㈱島原緑地建設 島原市有明町湯江乙字西佐野1665-2

根株処分費

処分地住所

処理品目

㈱有馬

竹

処理品目

伐採木・剪定枝・草・竹処分費

業者名

業者名

生木処理料

備考

南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695-1

処分地住所

チップ材にリサイクル伐採木・剪定枝・草・竹処分料

堆肥原料・家畜敷物にリサイクル枝葉・草処理料

伐根材処理料

解体材処理料

堆肥原料・家畜敷物にリサイクル

堆肥原料・家畜敷物にリサイクル

堆肥原料・家畜敷物にリサイクル　9/1改定

堆肥原料・家畜敷物にリサイクル

処理品目 備考

業者名 処分地住所

島原復興開発㈱ 島原市出の川町甲792

根株材処理料

解体廃材木材処理料

木くず－5


