
再資源化処理施設（As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格
県央振興局管内
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位
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図

事業所名
事業所所在地
電話番号

処理地（工場）名
処理地（工場）所在地

電話番号

処 理 価 格（円）
受入時間

休日
時間外

許可番号 備 考
Ａｓ塊 Ｃｏ塊

無筋
Ｃｏ塊
有筋

汚泥
(泥土）

汚泥（廃
ﾍﾞﾝﾄﾅｲ

大きさの制限
（最大寸法：㎝）

8:00-18:00

大村市徳泉川内町605-1 同左 － － －
℡ 0957-53-2131 同左 不可 － － －

8:00-18:00

大村市徳泉川内町605-1 同左 － －
℡ 0957-53-2131 同左 不可 － －

8:00-18:00

大村市原町7 同左
℡ 0957-55-6585 同左 可 [2,080] [2,080] [2,340]

8:00-17:00

諫早市森山町大字唐比北511-1 諫早市森山町慶師野1147-2
℡ 0957-36-0202 ℡ 0957-35-2206 可

8:00-18:00

諫早市津久葉町1932-3 同左 (1,500) (1,800) (2,000)
0957-25-2653 同左 可 [1,500] [1,800] [2,000]

8:00-17:00

大村市宮代町316-1 大村市上諏訪町1529外5 － － － -
℡ 0957-28-8218 ℡ 0957-52-8527 不可 － － － -

8:00-17:00

諫早市多良見町木床546-1 同左
℡ 0957-43-0232 同左 可 H27.8.1変更

8:00-17:00

諫早市森山町下井牟田2-5 同左 時間外、深夜協議
℡ 0957-35-2321 同左 可

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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無

無
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時間外協議,深夜30％増

無
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㈲県央リサイクル開発

㈲サンハート

㈲多良見砕石 同左

巴産業㈱ 同左

中間処理場

産廃-
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山本産業㈱

No.04220039333

同左
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鹿島道路㈱ 諫早リサイクルセンター

No.04220059920
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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 04220083176 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 3,500

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 04220026004 H24.7.29

工場内・現場での処理 位置図 産廃-図-6

単位 単価

m3当たり 3,500

m3当たり 5,500

m3当たり 5,500

m3当たり 6,000

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。

電話番号 許可番号 許可年月日

0957-62-6668 04220037907 H25.7.1

工場内での処理 位置図 産廃-図- 8

単位 単価

t当たり 14,500

t当たり 18,500

t当たり 14,500

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。

※ 解体材については、防腐処理木は除く。

伐採木・剪定枝・草・竹処分料

チップ材にリサイクル

根株材処理料

解体廃材木材処理料

チップ材にリサイクル

チップ材にリサイクル

処理品目 備考

業者名 処分地住所

㈱鳥建 島原市出の川町甲792

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

備考

堆肥原料・家畜敷物にリサイクル枝葉・生木処理料

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

処分地住所

処理品目

㈱有馬

竹・草処理料

処理品目

伐採木・剪定枝・草・竹処分費

業者名

業者名

南島原市加津佐町戊4695-1

処分地住所

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

木くず－5



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

0956-28-1700 08021001305 H25.8.6

工場内での処理 中間処理（破砕） 位置図 産廃-図-10

単位 単価

解体材 m3当たり 4,000

伐採木 m3当たり 5,000

m3当たり 6,000

m3当たり 5,000

注意事項
※ 異物を除去していない木くずは受け入れられない。

電話番号 許可番号 許可年月日

0956-59-6637 08021109678 H16.3.5

工場内での処理 位置図 産廃-図- 15

単位 単価

m3当たり 3,500

m3当たり 3,000

m3当たり 7,000

m3当たり 7,000

注意事項

※ 伐採木Ａの幹・枝の大きさは直径10㎝以上のものです。

伐根材は、土・石を完全に除去したものに限る。

建築廃材は、異物（ビニール・ボード等）を除去したものに限る。
現場処理の場合は、機械回送費が別途必要です。

電話番号 許可番号 許可年月日

0956-85-7141 04220034911 H15.5.6

工場内での処理 位置図 産廃-図- 15

単位 単価

m3当たり 3,500

m3当たり 5,000

m3当たり 6,000

m3当たり 9,500

注意事項

※ 泥をよく落とし、十分に乾燥させ切り分けること。

電話番号 許可番号 許可年月日

0956-64-3260 08021032610 H19.10.25

工場内での処理 中間処理（破砕） 位置図 産廃-図- 13

単位 単価

m3当たり 5,500

m3当たり 4,000

伐根材 ※２ m3当たり 6,000

m3当たり 5,500

注意事項
※１寸法は2m以内、直径20cm以下のもの。

※２土、石を完全に除去したもの。

伐採木 ※１

竹

備考

解体材 燃料用チップ

処理品目

備考

雑草 堆肥の原材料にリサイクル

根株（原型）

伐採木

ボード原料としてリサイクル

吉井砕石工業株式会社 佐世保市吉井町乙石尾23

根株（50㎝角）

業者名 処分地住所

㈱リプロ 東彼杵郡波佐見町1699

処理品目

家畜糞尿との堆肥製造にリサイクル

伐根材 家畜敷材にリサイクル

業者名 処分地住所

佐世保市森林組合 佐世保市早苗町1317-1、1317第2、1350-4

備考

伐採木Ａ（幹・太枝・竹） 家畜敷材にリサイクル

備考

伐根材

竹

家畜敷材にリサイクル

〃

業者名 処分地住所

処理品目

リサイクルサセホ㈲ 佐世保市赤崎町1228

業者名 処分地住所

処理品目

伐採木Ｂ（枝葉・草）

建築廃材
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