
再資源化処理施設（As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格
県北振興局管内（旧県北振興局管内）

（ｔ） （ｔ） （ｔ） （） ( ) Ａｓ塊 Ｃｏ塊

処　理　価　格（円）

許可番号
位
置
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

受入時間
休日

時間外
備　　　　考

Ａｓ塊 Ｃｏ塊
無筋

大きさの制限
（最大寸法：㎝）

Ｃｏ塊
有筋

汚泥
(泥土）

汚泥（廃
ﾍﾞﾝﾄﾅｲ

7:00-17:00

東彼杵郡川棚町栄町82 東彼杵郡川棚町石木郷1006 - - -

℡ 0956-82-2123 ℡ 0956-82-2447 不可 - - -

8:00-17:00

東彼杵郡川棚町石木郷1115-4 東彼杵郡川棚町石木郷1045-2

℡ 0956-82-2409 同左 不可

8:00-17:00

佐世保市宇久町平2339 北松浦郡小値賀町前方郷船瀬ノ迎236 - - -

℡ 0959-57-2159 ℡ 0959-56-2196 不可 - - -

佐世保市江迎町埋立2-34 同左

℡ 0956-65-2766 同左

9:00-17:00

佐世保市愛宕町38-1 佐世保市小佐々町黒石215番地 - - -

℡ 0956-26-2010 ℡ 0956-41-3180 不可 - - -

9:00-17:00

佐世保市天満町４－２５ 佐世保市棚方町52-2

℡ 0956-25-1321 ℡ 0956-47-7287 可

8:30-17:00

東彼杵郡川棚町三越郷51番地2 東彼杵郡川棚町白石郷1986番地40 － － － － －

℡ 0956-82-2572 同左 不可 － － － － －

8:00-17:00

佐世保市江迎町奥川内253-13 佐世保市江迎町七腕207-5、213-15

℡ 0956-66-8520 ℡ 0956-80-4819 不可 R2.5.1 新規掲載

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。

産廃-
図-13

ハラサンギョウ㈱ 川棚工場

No.04220016763

㈱山口組 切削 のみ受入
時間外,深夜20％増または協議

－

祝日の受入れは要協議
0.1m3以下の受入れは一律3,000円
紙マニフェスト処理事務取扱手数料
として1回あたり別途500円徴収（電
子マニフェストの場合、不要）

棚方プラント

No.08021000530

2,000

日・祝

－ －

5*5*5

－ 30,000

日

産廃-
図-13

2,000㈱草野組

日

㈱草野組建設副産物
リサイクルプラント

No.08021197264

2,000 2,500

無無

産廃-
図-15

産廃-
図-
13

2,000㈱エムアイ興産 同左

日No.08021000660

2,000 2,500

100*100*30100*100*20

産廃-
図-
13

㈲ピュリア 同左

日・祝No.04220061806

収集運搬は別途見積
舗装切断時に発生する汚泥は、1m3
未満の場合、収集運搬・処理費込み
で50,000円

20,000

産廃-
図-16

2,500㈱細川建設 リサイクルプラント

日No.04220099480

2,500 3,000

60*6060*60

産廃-
図-
15

1,700㈱古賀建設 川棚砕石場

日No.04220062987

1,700

50*50*5050*50*50

産廃-
図-
15

1,700㈱マユミ マユミ砕石工場
日及び祝

日
No.04220038565

1,700 1,900

30*30*30 30*30*30

産廃-表－9



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

0957-25-7735 04220074730 H23.1.23

工場内での処理 位置図 産廃-図- 4

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 8,000

注意事項

※　伐根材は、土・石を完全に除去した物に限ります。　　　　　

電話番号 許可番号 許可年月日

0957-55-8761 04220074730 H23.1.23

工場内での処理 位置図 産廃-図- 1

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 8,000

注意事項

※１　異物（鉄・ビニール・石・ガラス等）を除去した物に限ります。

※２　伐根材は、土・石を完全に除去した物に限ります。　　　　　

R2.5.1掲載一時取消
電話番号 許可番号 許可年月日

0957-68-0771 04220083176 H14.2.27

島原市有明町湯江乙字西佐野1665-2　の施設で処理するための保管施設 位置図 産廃-図- 4

単位 単価

m3当たり 2,300

m3当たり 5,500

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。

電話番号 許可番号 許可年月日

0957-48-1022 04220076932 H16.12.15

工場内での処理 位置図 産廃-図- 5

単位 単価

m3当たり 6,000

m3当たり 4,000

m3当たり 4,000

m3当たり 8,000

m3当たり 7,000

注意事項

※１　泥・石の付着がないもの

家畜敷材、燃料用チップにリサイクル

備考

チップ材にリサイクル

諫早市飯盛町里名2149-2

草処分費

木くず処分費（直径10㎝以上のもの）

木 処分費（根株）

備考

家畜敷材にリサイクル

家畜敷材、燃料用チップにリサイクル

家畜敷材、燃料用チップにリサイクル

チップ材にリサイクル

家畜敷材にリサイクル

家畜敷材、燃料用チップにリサイクル

長崎山陽㈱ 諫早市貝津町918-1

業者名 処分地住所

伐採木処理料

備考

家畜敷材にリサイクル

業者名

伐根材処理料（木の根）　※ 家畜敷材にリサイクル

伐根材処理料　（竹の根）　※

伐根材処理料(根付き草類）　※

処理品目

伐根材処理料(根付き草類）　※２

業者名

処分地住所

長崎山陽㈱ 大村市富の原二丁目984-3

処理品目

伐根材処理料（木の根）　※２

伐根材処理料　（竹の根）　※２

伐採木処理料　※1

処分地住所

解体材処分費

伐採根処分費　※１

処分地住所

㈱島原緑地建設

㈱真人

剪定くず処分費（直径10㎝以下のもの）

備考

木 処分費（伐採木、剪定枝、草、竹）

処理品目

業者名

処理品目

諫早市本野町1122-8

木くず－3



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。

R2.5.1変更
電話番号 許可番号 許可年月日

0959-74-1768 04220053320 H17.7.7

工場内での処理 位置図 産廃-図-22

単位 単価

m3当たり 10,000

m3当たり 10,000

m3当たり 10,000

注意事項
※石、土砂、その他異物が混入していないこと。

R2.4.1変更
電話番号 許可番号 許可年月日

0959-72-8040 04220002539 H15.10.17

工場内での処理 位置図 産廃-図-21

単位 単価

m3当たり 10,000

m3当たり 10,000

m3当たり 10,000

注意事項（受入条件）

※　石・土砂・その他混入していないこと。　　

※　２ｍ以内に切断していること。　　　　

R2.4.1変更
電話番号 許可番号 許可年月日

0959-73-6927 04220027565 H22.2.6

工場内での処理 位置図 産廃-図-22

単位 単価

m3当たり 10,000

m3当たり 10,000

m3当たり 10,000

注意事項（受入条件）

㈲キンキ環境

木くず処分費 堆肥、家畜敷材等にリサイクル

処理品目 備考

五島市長手町808

業者名 処分地住所

伐採木処理料

伐根材処理料

〃伐根材処分費

業者名 処分地住所

家畜敷材にリサイクル建設廃材処理料

処理品目

㈱セイホウ開発 五島市野々切町1924-1

備考

伐採雑木処分費 〃

伐採材 〃

業者名 処分地住所

㈲山寿興業 五島市向町５５７

根株 〃

処理品目 備考

解体材 堆肥、家畜敷材等にリサイクル

木くず－11


