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1
アースサポート
（株）

690-0025
松江市八幡町８８２番地２

松江市八幡町８８２番地２
アースサポート(株)

受入時間:8:30～12:00  13:00～17:00
定休日:日曜、祝日、年末年始、お盆
（8/14,15)

有 ○ 〇 ○

2 佐々木興産(株)
690-0015
松江市上乃木七丁目７番５１

松江市川原町３８６－１
佐々木興産(株)　川津処理場

受入時間:9:00～16:00
定休日:土曜、日曜

有 ○ ○

3 輝陽礦業（有）
690-0015
松江市上乃木二丁目２８番４３号

松江市上宇部尾町５５６番地７
輝陽礦業 砕石工場

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、会社指定日

無 ○

4
島根宇部アスファル
ト合材（株）

690-0026
松江市富士見町３番地４

松江市富士見町３番地４
島根宇部アスファルト合材（株）

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、会社指定日

有 ○ ○

5 （有）大成商事
683-0851
鳥取県米子市夜見町３０８８番地

松江市八幡町８８０番地７
（有）大成商事　松江工場

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日

有 ○

6 松浦造園（株）
690-0033
松江市大庭町７２８番地６

松江市大庭町１６３２番地２４
松浦造園（株）破砕施設

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、会社指定日

無 ○

7 マツチカ(株)
690-0151
松江市古曽志町６９２

松江市秋鹿町５６５６－１
マツチカ（株）秋鹿リサイクルプラント

受入時間:8:30～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜、祝日

無 ○

8 マツチカ(株)
690-0151
松江市古曽志町６９２

松江市東長江町８８４番地
マツチカ（株）東長江ウッドリサイクル
プラント

受入時間:8:30～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜、祝日

無 ○

9 大福工業（株）
693-0017
出雲市枝大津町２番地７

松江市玉湯町林１８７７番６外
大福工業（株）玉湯リサイクルセンター

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、会社指定日

無 ○

10 山建プラント（株）
699-0901
出雲市多伎町久村２１３番地８

松江市玉湯町林１７４３－１
大福工業（株）玉湯リサイクルセンター

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜・祝日・第2土曜、その他
会社指定日

有 ○ ○
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11 山陰アスコン（株）
699-0406
松江市宍道町佐々布２２７６

松江市宍道町佐々布２４５９番地６外
山陰アスコン（株）松江工場

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜

有 ○

12 三光(株)
684-0074
鳥取県境港市昭和町５－１７

松江市八束町江島１１２８－１０５
三光（株）江島工場

受入時間:8:10～17:15
定休日:日曜、祝日、盆、年末年始

有 ○

13
（株）ガイアート
島根合材工場

699-0106
松江市東出雲町春日３６４－６

松江市東出雲町春日３６４－６
（株）ガイアート　島根合材工場

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2,4土曜、日曜

有 ○ ○

14 越野組（有）
699-0101
松江市東出雲町揖屋１５番地３

松江市東出雲町揖屋１４３５－２
越野組（有）金山産業廃棄物中間処理工
場

受入時間:8:00～17:00
定休日:会社指定日

有 ○

15 （株）八雲産業
690-2105
松江市八雲町平原348-2

松江市八雲町平原１８３１番地１
（株）八雲産業 中間処理施設

受入時間:8:30～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

無 ○ ○

16 （株）ケイナン
699-1832
仁多郡奥出雲町横田１５３６番地

松江市八雲町熊野９３９番地
（株）ケイナン 熊野中間処理施設

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、会社指定日

有 ○

17
（有）黒井田重機工
事

692-0023
安来市黒井田町２０５３

安来市黒井田町字前灘２０５６
（有）黒井田重機工事 破砕施設Ⅱ

受入時間:8:00～17:00
定休日:第4土曜、日曜、祝日
※事前連絡あれば受入に応

無 ○

18
（有）黒井田重機工
事

692-0023
安来市黒井田町２０５３

安来市伯太町安田４５６－１
（有）黒井田重機工事 破砕施設Ｉ

受入時間:8:00～17:00
定休日:第4土曜、日曜、祝日
※事前連絡あれば受入に応

無 ○

19 (株)コーケン
692-0017
安来市下坂田町２９０番地５

安来市赤江町３３６１番地１２
(株)コーケン　西宮須中間処理場

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、第2・4土曜日

有 ○

20 (株)コーケン
692-0017
安来市下坂田町２９０番地５

安来市月坂町７８７番地１
(株)コーケン　月坂中間処理場

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、第2・4土曜日

有 ○
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21 （株）幸栄通産
692-0027
安来市門生町１０６５番地７

安来市伯太町赤屋２１１番地
(株)幸栄通産 伯太処分場（中間処理施
設）

受入時間:8:00～16:30
定休日:土曜、日曜、祝日

無 ○ ○

22
中国物産（株）米子
営業所

683-0027
鳥取県米子市陰田町２９１－８

安来市伯太町安田山形３９７
中国物産（株）伯太砕石工場

受入時間:8:00～16:30
定休日:第2・4土曜、日曜、祝日

有 ○ ○

23 (有)渡部建設
692-0027
安来市門生町８４８

安来市門生町字政９７１－５
(有)渡部建設

受入時間:8:00～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○

24 （有）山根建設
699-1253
雲南市大東町中湯石９３６番地１

雲南市大東町中湯石８４１番地３
（有）山根建設 中間処理場

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、盆、年末年始、会社指
定日

有 ○

25 （有）山根建設
699-1253
雲南市大東町中湯石９３６番地１

雲南市大東町中湯石４２５番地
（有）山根建設 中間処理場

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、盆、年末年始、会社指
定日

有 ○

26 大福工業（株）
693-0017
出雲市枝大津町２番地７

雲南市加茂町南加茂７７３番１
大福工業（株）加茂リサイクルセンター

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、会社指定日

無 ○

27 山陰丸和林業（株）
690-0017
松江市西津田一丁目２番１４号

雲南市加茂町南加茂８０７番の２
山陰丸和林業（株）加茂事業所

受入時間:8:30～17:00
定休日:第2・3・4土曜、日曜、祝日

有 ○

28 （株）藤原建設
690-3207
飯石郡飯南町都加賀６９番地

飯石郡飯南町都加賀９１５－１９，３０
外
(株)藤原建設　リサイクルセンター

受入時間:8:00～17:00
定休日:土曜、日曜
年末年始及び夏期休暇

有 ○ ○

29 岩倉産業（株）
728-0202
広島県三次市布野町下布野４６２
番地３

飯石郡飯南町下来島３４１８番地２
岩倉産業（株）

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜

無 ○

30 （有）エコクリーン
699-1832
仁多郡奥出雲町横田１５３６番地

仁多郡奥出雲町横田１５３７番地４
（有）エコクリーン

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、盆8/13～16、年
末年始12/30～1/4

有 ○
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31
東亜道路工業（株）
島根合材工場

699-1812
仁多郡奥出雲町大谷９０１－４９
８

仁多郡奥出雲町大谷９０１－４９８
東亜道路工業（株）島根合材工場

受入時間:8:00～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○ ○

32 仁多郡森林組合
699-1511
仁多郡奥出雲町三成４４４番地２

仁多郡奥出雲町亀嵩２５６８番地１
仁多郡森林組合　事業合同センター

受入時間:8:15～17:00
定休日:第2・4・5土曜、日曜、祝日

有 ○

33 （株）まるきょう
699-1432
仁多郡奥出雲町馬馳９７－２

仁多郡奥出雲町馬馳８１６
（株）まるきょう　リサイクルプラント

受入時間:8:00～16:45
定休日:日曜、祝日

有 ○ ○

34 （株）出雲採石
693-0104
出雲市稗原町４０８８

出雲市稗原町４０８６－２、４０８７
（株）出雲採石本社工場

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日

無 ○

35 出雲土建（株）
693-0033
出雲市知井宮町１３８番地３

出雲市芦渡町２４０９－１
出雲土建（株）出雲リサイクルプラント

受入時間:8:00～17:00
定休日:指定土曜、日曜、祝日

有 ○

36 出雲土建（株）
693-0033
出雲市知井宮町１３８番地３

出雲市下古志町１８１９番地３５
出雲土建（株）イズモ環境テクノセン
ター

受入時間:8:00～17:00
定休日:指定土曜、日曜、祝日

有 ○

37 （有）鎌田組
693-0052
出雲市松寄下町１９６５番地

出雲市稗原町字上ケ山４８９８－１
(有)鎌田組　稗原リサイクルセンター

受入時間:8:00～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日（土曜は会
社指定日）

無 ○ ○

38 （有）鎌田組
693-0052
出雲市松寄下町１９６５番地

出雲市松寄下町１９６５
(有)鎌田組　浜山リサイクルセンター

受入時間:8:00～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日（土曜は会
社指定日）

無 ○ ○

39
（株）クリエイト山
陰

693-0212
出雲市馬木町金ヶ廻１２２０番地
１７

出雲市馬木町金ヶ廻１２２０番地１６
（株）クリエイト山陰産業廃棄物中間処
理場

受入時間:8:30～16:30
定休日:日曜、祝日、会社指定日

有 ○ ○
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40 （株）佐藤組
693-0021
出雲市塩冶町１２８２番地３６

出雲市宇那手町１７９３番地
（株）佐藤組

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜、祝日

無 ○

41 大福工業（株）
693-0017
出雲市枝大津町２番地７

出雲市上塩冶町上沢２８６７番５外
菅沢リサイクルセンター

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、会社指定日

無 ○

42 （株）ナカサン
693-0033
出雲市知井宮町１番地

出雲市知井宮町１番地
（株）ナカサン　リサイクルプラント

受入時間:8:00～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○

43 （有）奥資材
691-0001
出雲市平田町５４７７

出雲市鹿園寺町９３３
（有）奥資材 鹿園寺中間処分場

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜、祝日

無 ○

44 （有）奥資材
691-0001
出雲市平田町５４７７

出雲市鹿園寺町５０７
（有）奥資材 破砕リサイクルプラント

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜、祝日

無 ○

45 （有）柳樂工業
691-0065
出雲市東郷町８４２－２

出雲市東郷町７４３－２
（有）柳樂工業

受入時間:7:00～20:00
定休日:なし

無 ○

46 （有）西尾組
691-0064
出雲市上岡田町７０７

出雲市上岡田町１５２２－９
（有）西尾組 産業廃棄物中間処理場

受入時間:8:00～17:00
定休日:隔週土曜及び日曜、祝日

無 ○ ○

47 （有）山崎組
693-0064
出雲市里方町５０１－１

出雲市里方町501-1
（有）山崎組

受入時間:8:00～18:00
定休日:日曜、祝日

無 ○

48 （株）岩崎建設
693-0511
出雲市佐田町八幡原１０３番地１

出雲市佐田町八幡原１１６１－１、１１
６１－３
(株)岩崎建設 リサイクルプラント

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日
正月・盆・土曜日は会社指定日

無 ○

49 まるふく商事（株）
693-0521
出雲市佐田町毛津５６２－４

出雲市佐田町毛津大人５６２－８
まるふく商事（株） 中間プラント

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、会社指定日

無 ○
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50 （株）三原組
693-0506
出雲市佐田町反辺２３０番地３

出雲市佐田町須佐１５０６－１
ウッドリサイクル

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、土曜、会社指定
日

無 ○

51 山建プラント（株）
699-0901
出雲市多伎町久村２１３番地８

出雲市多伎町久村２１３－８
久村リサイクルセンター

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜・祝日・第2土曜、その他
会社指定日

有 ○ ○

52 タカセ興産（株）
699-0501
出雲市斐川町学頭４０２６番地１

出雲市斐川町学頭字畑谷４０２６番地１
外
選別施設

受入時間:8:30～17:00
定休日:日曜・祝日・第2・4土曜、そ
の他会社指定日

有 ○ ○

53 タカセ興産（株）
699-0501
出雲市斐川町学頭４０２６番地１

出雲市斐川町学頭字畑谷４０２７番地１
外
天日乾燥施設

受入時間:8:30～17:00
定休日:日曜・祝日・第2・4土曜、そ
の他会社指定日

有 ○

54 タカセ興産（株）
699-0501
出雲市斐川町学頭４０２６番地１

出雲市斐川町学頭字畑谷３１７６番地外
管理型最終処分場

受入時間:8:30～17:00
定休日:日曜・祝日・第2・4土曜、そ
の他会社指定日

有 ○

55
前田道路（株）出雲
合材工場

699-0613
出雲市斐川町神氷９３３

出雲市斐川町神氷９３３
前田道路（株）出雲合材工場

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2土曜、日曜

有 ○ ○

56 (株)エコテック産業
691-0066
出雲市野石谷町２１２

出雲市上岡田町６９２番外
（株）エコテック産業

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、会社指定日

無 ○

57 石見銀山建設（株）
694-0054
大田市鳥井町鳥井９６３－２

大田市鳥井町鳥井字鍛冶屋田９６４－１
外
石見銀山建設（株）

受入時間:8:00～16:30
定休日:日曜、祝日、一部土曜

有 ○ ○ ○

58 （株）須山商事
694-0063
大田市大田町吉永１５９３番地

大田市水上町福原字おけくれ６７０－１
（株）須山商事　産業廃棄物中間処理場

受入時間:8:00～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○

59 （有）竹下工材
699-0904
出雲市多伎町ロ田儀８５４－１０

大田市富山町才坂６５９番地
(有)竹下工材　富山採石工場

受入時間:8:00～17:00
定休日:会社指定日

無 〇

建設廃棄物受入施設名簿
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60 （株）山﨑組
694-0052
大田市久手町刺鹿２２９０－５

大田市鳥井町鳥越４１３番地１４外
（株）山﨑組　再資源化施設

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、他会社指定日

有 ○ ○ ○

61 山興緑化（有）
696-1135
邑智郡美郷町小松地３２０番地

邑智郡美郷町小松地３１６－４
山興緑化（有）小松地工場

受入時間:8:00～16:30
定休日:第2土曜、日曜、祝日

有 ○

62 （有）齋木砂利
728-0111
広島県三次市作木町伊賀和志８７
番地

邑智郡美郷町潮村２２番２
（有）齋木砂利 邑智東リサイクルセン
ター

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜

有 ○ 〇

63 大五建設（有）
699-4626
邑智郡美郷町乙原１６７番地１

邑智郡美郷町浜原４番地３
大五建設（有）浜原営業所

受入時間:8:30～17:00
定休日:土曜・日曜・祝日（相談に応
じる）

有 ○

64 （有）寺本建設
696-0404
邑智郡邑南町原村５６１番地１

邑智郡邑南町岩屋１５９４－１外
（有）寺本建設 岩屋プラント

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜、祭日
盆(8/9～16)、年末年始(12/28～1/5)

有 ○ ○

65 邑智郡森林組合
696-0003
邑智郡川本町因原６６番地

邑智郡邑南町中野３５９０－２
邑智郡森林組合　チップ工場

受入時間:8:15～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜、祝日
盆8/14～16、年末年始12/29～1/3

有 ○

66
（株）西日本土地改
良

697-0034
浜田市相生町4250番地今井浜田ビ
ル３階

浜田市河内町３２９３－１
（株）西日本土地改良　浜田リサイクル
プラント

受入時間:8:00～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○ ○

67 日本道路（株）
105-0004
東京都港区新橋一丁目６番５号

浜田市後野町７２３－１０
日本道路（株）浜田合材センター

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜、祝日

有 ○

68
浜田コンクリートリ
サイクル（株）

697-0017
浜田市原井町９５７番地

浜田市生湯町１９０９番地１
浜田コンクリートリサイクル（株）生湯
工場

受入時間:8:30～16:45
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○

69 （有）みはし産業
697-0027
浜田市殿町１２４番地６

浜田市三階町６１－４
(有)みはし産業 第一処分場

受入時間:8:00～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○ ○

建設廃棄物受入施設名簿
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70
（有）浜田浄化セン
ター

697-0017
浜田市原井町９５７番地

浜田市生湯町１８９２－４
（有）浜田浄化センター　生湯工場

受入時間:8:15～16:45
定休日:日曜、祝日

有 ○ ○

71 河野建設（株）
699-3215
浜田市三隅町下古和１０００番地
６

浜田市三隅町下古和１００８番外
河野建設(株)河野リサイクルプラント

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜及び会社指定日

無 ○

72
（有）江津開発セン
ター

699-3162
江津市敬川町２３２０番地１

江津市敬川町２３２０－１
（有）江津開発センター敬川工場

受入時間:8:00～17:00（通常）、
17:00～8:00（夜間）
定休日:島根県浜田地区建設業協会に
準じる。

有 ○ ○

73 播磨屋林業（株）
695-0003
江津市松川町下河戸180番地2

江津市桜江町八戸１８５番地１
播磨屋林業（株）八戸リサイクルセン
ター

受入時間:8:00～17:00
定休日:土曜、日曜、祭日

有 ○

74 北陽開発（株）
699-4501
江津市桜江町鹿賀６３３番地

江津市桜江町鹿賀７４７番
北陽開発（株）再生処理施設

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜、祝日、会
社指定日

有 ○ ○

75
前田道路（株）浜田
合材工場

699-3222
浜田市三隅町折居８７０

浜田市三隅町折居８６９番外
前田道路（株）浜田合材工場

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2,4土曜、日曜

有 ○ ○

76 江津興産（株）
695-0001
江津市渡津町１番地

江津市渡津町６番１、６番８
江津興産（株）リサイクルプラント

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、土曜は変形労働
制

有 ○

77
（株）石見ウッドリ
サイクル

699-3504
益田市種村町イ１７８０番地１

益田市大草町１５４番地
(株)石見ウッドリサイクル

受入時間:8:30～16:30
定休日:土曜、日曜、祝日他

無 ○

建設廃棄物受入施設名簿
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78 高橋建設（株）
699-3676
益田市遠田町３８１５－１

益田市津田町６３８－１
高橋建設（株）マスミクリーンサービス

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、指定土曜日（会
社休日カレンダーによる）

有 ○ ○

79 （株）ランドマック
698-0012
益田市大谷町３７番地２

益田市大草町１５－１外
（株）ランドマック 大草事業所リサイク
ルプラント

受入時間:8:00～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○ ○

80 （株）ランドマック
698-0012
益田市大谷町３７番地２

益田市大草町１５－１外
（株）ランドマック 大草事業所　産業廃
棄物最終処分場

受入時間:8:00～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○

81
（有）島根エコリサ
イクル

698-0041
益田市高津三丁目７番５号

益田市喜阿弥町イ１５９２番８
(有)島根エコリサイクル　喜阿弥破砕処
理場

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜、祝日

有 ○

82 （株）益田重機運輸
698-0041
益田市高津四丁目１５番１８号

益田市虫追町イ１２７３番地２
（株）益田重機運輸  益重ウッドリサイ
クル

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜、祝日

有 ○

83 （株）益田重機運輸
698-0041
益田市高津四丁目１５番１８号

益田市虫追町イ５２８番地
（株）益田重機運輸  リサイクル益重

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜、祝日

有 ○

84
（株）美都の森　モ
トヒロ

698-0205
益田市美都町三谷１５８２番地

益田市美都町仙道５５０番１外
（株）美都の森　モトヒロ　再資源化施
設

受入時間:8:00～16:30
定休日:日曜、祝日

有 ○ ○

85
（株）美都の森　モ
トヒロ

698-0205
益田市美都町三谷１５８２番地

益田市美都町三谷１２９４番地外
（株）美都の森　モトヒロ　再資源化施
設

受入時間:8:00～16:30
定休日:日曜日、祝日

有 〇

86 （株）美都森林
698-0203
益田市美都町都茂１０７６番地

益田市美都町宇津川ロ１０２３－２外５
筆
(株)美都森林　緑リサイクルセンター

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、盆、年末年始

無 ○

87 （株）八万物産
699-3676
益田市遠田町356番地3

益田市匹見町澄川イ１１８５
（株）八万物産 澄川砕石場

受入時間:8:00～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日
(土曜は会社指定日)

有 ○ 〇

建設廃棄物受入施設名簿
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88 益田リサイクル(有)
699-3676
益田市遠田町１０５９－９

益田市東町ロ４８１－２
益田リサイクル（有）

受入時間:8:30～16:30
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○

89 益田リサイクル(有)
699-3676
益田市遠田町１０５９－９

益田市遠田町163
益田リサイクル（有）

受入時間:8:30～16:30
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○

90 (有)石西建設
699-5131
益田市安富町1571番地１

益田市安富町1772
(有)石西建設　安富クリーンセンター

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、会社指定日

無 ○

91
（有）エル・アイ・
エス

699-5221
鹿足郡津和野町日原２６２番地

鹿足郡津和野町左鐙１８６５－１
（有）エル・アイ・エス  成日照中間処
理（破砕）場

受入時間:8:30～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○

92
（有）エル・アイ・
エス

699-5221
鹿足郡津和野町日原２６２番地

鹿足郡津和野町枕瀬２４３－１
（有）エル・アイ・エス　枕瀬保管施設

受入時間:8:30～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○

93
（有）エル・アイ・
エス

699-5221
鹿足郡津和野町日原２６２番地

鹿足郡津和野町柳村５２２
（有）エル・アイ・エス　柳中間処理
（破砕）場

受入時間:8:30～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○

94
（有）エル・アイ・
エス

699-5221
鹿足郡津和野町日原２６２番地

鹿足郡津和野町柳村５２２
（有）エル・アイ・エス　柳産業廃棄物
最終処分場

受入時間:8:30～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○ ○

95 （有）森屋産業
699-5221
鹿足郡吉鹿町七日市７８８番地１

鹿足郡津和野町左鐙４８４
（有）森屋産業　産廃処分場

受入時間:9:00～17:00
定休日:日曜

無 ○

96
（株）石州リサイク
ル

699-5622
鹿足郡津和野町邑輝７９４番地１
９

鹿足郡津和野町邑輝字葛根尾４１６番１
（株）石州リサイクル処理場

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜、祝日、盆、年末年始

有 ○

97
アイ・コーポレー
ション（株）

699-5512
鹿足郡吉賀町広石５６２番地２２

鹿足郡吉賀町朝倉１４１４
アイ・コーポレーション（株）リプラン
坂折工場

受入時間:8:00～17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

有 ○

建設廃棄物受入施設名簿
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98 （有）西郷生コン
685-0023
隠岐郡隠岐の島町西田３００番地
４

隠岐郡隠岐の島町栄町９４６－１
（有）西郷生コン  隠岐ウッドリサイク
ルセンター

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜

有 ○

99 （有）西郷生コン
685-0023
隠岐郡隠岐の島町西田３００番地
４

隠岐郡隠岐の島町今津三浦４１番地
（有）西郷生コン 産廃中間処理場

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2・4土曜、日曜

有 ○

100 徳畑採石（株）
685-0004
隠岐郡隠岐の島町飯田立石６－２
０

隠岐郡隠岐の島町東郷深山１番地
徳畑採石（株）東郷砕石工場

受入時間:8:00～16:30
定休日:第2・4土曜、日曜

有 ○

101 （株）クリーン
685-0104
隠岐郡隠岐の島町都万５２２９

隠岐郡隠岐の島町都万５２２９
（株）クリーン  焼却及び破砕施設

受入時間:8:00～16:30
定休日:第2・4・5土曜、日曜、年末年
始、ＧＷ及び夏季休場

有 ○

102 (有)朝日砕石
685-0006
隠岐郡隠岐の島町有木権現原６番
地１

隠岐郡隠岐の島町有木大満寺山４番地２
(有)朝日砕石　砕石場

受入時間:8:00～17:00
定休日:日曜日

有 ○

103 (株)海士リサイクル
684-0403　隠岐郡海士町大字海士
5152番地

隠岐郡海士町大字海士5152番地
(株)海士リサイクル

受入時間:8:00～17:00
定休日:第2･4土曜、日曜、その他
(盆・年末年始）

有 ○ ○

建設廃棄物受入施設名簿

-12-



Ａｓ塊受入施設（再生Ａｓ骨材用） 

◇島根県産業廃棄物減量税について 

 本表のＡｓ塊の受入単価は、受入施設におけるリサイクル後の残さ量による産業廃棄物減量税相当額が含ま

れる受入単価である。 
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番号
番号
番号 円／トン 円／m3

1 アースサポート（株）
松江市八幡町８８２番地２
アースサポート(株)

5,000

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－

処理能力：4.9t/日,640t/日,680t/日　　保管上限量：
8,276.9 

4
島根宇部アスファルト合材
（株）

松江市富士見町３番地４
島根宇部アスファルト合材（株）

1,800

300×300×300mm以下、異物除去
夜間受入可（800円/t割増、事前協議要）

処理能力：280t/日　　保管上限量：7,085 

10 山建プラント（株）
松江市玉湯町林１７４３－１
大福工業（株）玉湯リサイクルセンター

2,500
混入物のないこと

処理能力：1,360t/日　　保管上限量：5,823 

11 山陰アスコン（株）
松江市宍道町佐々布２４５９番地６外
山陰アスコン（株）松江工場

2,500
50cm以下に破砕すること

処理能力：320t/日　　保管上限量：9,023 

13
（株）ガイアート　島根合材工
場

松江市東出雲町春日３６４－６
（株）ガイアート　島根合材工場

2,000
30×30×30cm以下

処理能力：440t/日　　保管上限量：20,981 

22 中国物産（株）米子営業所
安来市伯太町安田山形３９７
中国物産（株）伯太砕石工場

2,500
30cm程度、異物除去

処理能力：1,496t/日　　保管上限量：1,036 

31
東亜道路工業（株）島根合材工
場

仁多郡奥出雲町大谷９０１－４９８
東亜道路工業（株）島根合材工場

2,500
50㎝以下、異物混入がないこと

処理能力：320t/日　　保管上限量：5,694 

37 （有）鎌田組
出雲市稗原町字上ケ山４８９８－１
(有)鎌田組　稗原リサイクルセンター

500
自力で荷下ろしできる大きさ
夜間受入　不可
処理能力：1,080t/日　　保管上限量：2,565 

38 （有）鎌田組
出雲市松寄下町１９６５
(有)鎌田組　浜山リサイクルセンター

500
自力で荷下ろしできる大きさ
夜間受入　可（但し、事前協議あり、料金は昼間の2倍）
処理能力：1,080t/日　　保管上限量：1,833 

受入条件等
（－：特になし）

アスファルトコンクリ－ト塊

会　社　名
事業所所在地

施設名
（再生アスファルト骨材用）

As塊受入施設（再生As骨材用）-14-



番号
番号
番号 円／トン 円／m3

受入条件等
（－：特になし）

アスファルトコンクリ－ト塊

会　社　名
事業所所在地

施設名
（再生アスファルト骨材用）

42 （株）ナカサン
出雲市知井宮町１番地
（株）ナカサン　リサイクルプラント

2,500
30㎝角以下

処理能力：320t/日　　保管上限量：1,279 

51 山建プラント（株）
出雲市多伎町久村２１３－８
久村リサイクルセンター

2,500

混合物のないこと
受入は、事前協議が必要

処理能力：1,360t/日　　保管上限量：6,385 

55 前田道路（株）出雲合材工場
出雲市斐川町神氷９３３
前田道路（株）出雲合材工場

2,700 30×30×30cm角以下に小割したもの

処理能力：600t/日　　保管上限量：1,194 

57 石見銀山建設（株）
大田市鳥井町鳥井字鍛冶屋田９６４－１
外
石見銀山建設（株）

2,000
ダンプで運搬できる大きさ

処理能力：208t/日　　保管上限量：949.2 

60 （株）山﨑組
大田市鳥井町鳥越４１３番地１４外
（株）山﨑組　再資源化施設

3,000
30cm角に小割したもの、土砂・異物の混入がないこと

処理能力：1,400t/日　　保管上限量：1,830 

62 （有）齋木砂利
邑智郡美郷町潮村２２番２
（有）齋木砂利 邑智東リサイクルセン
ター

2,500

鉄筋コン：最大粒径80cm以下
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：240t/日　　保管上限量：1,577 

64 （有）寺本建設
邑智郡邑南町岩屋１５９４－１外
（有）寺本建設 岩屋プラント

2,000
　－

処理能力：480t/日　　保管上限量：2,921 

66 （株）西日本土地改良
浜田市河内町３２９３－１
（株）西日本土地改良　浜田リサイクル
プラント

3,000
500×500×300㎜
処理能力：720t/日　　保管上限量：10,890 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　333 

67 日本道路（株）
浜田市後野町７２３－１０
日本道路（株）浜田合材センター

3,500

30cm×30㎝角以内の大きさ
特別管理産業廃棄物、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品
産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く
夜間受入は21時～29時（翌朝5時）までとする
夜間受入時の単価は4,500円/t（税抜き）とする

処理能力：400t/日    保管上限量：1,754.68 

As塊受入施設（再生As骨材用）-15-



番号
番号
番号 円／トン 円／m3

受入条件等
（－：特になし）

アスファルトコンクリ－ト塊

会　社　名
事業所所在地

施設名
（再生アスファルト骨材用）

72 （有）江津開発センター
江津市敬川町２３２０－１
（有）江津開発センター敬川工場

2,500
30㎝内外（夜間3,750円/t）

処理能力：600t/日　　保管上限量：26,190 

74 北陽開発（株）
江津市桜江町鹿賀７４７番
北陽開発（株）再生処理施設

1,500
1回あたりの受入トン数が1t未満の場合は、1tとする

処理能力：520t/日　　保管上限量：4,938 

75 前田道路（株）浜田合材工場
浜田市三隅町折居８６９番外
前田道路（株）浜田合材工場

3,700

50cm×50cm以下、土砂・異物の混入なし
石綿含有廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばい
じん等及び特別管理産業廃棄物の受入不可
夜間の受入可（500円/tの割増し）

処理能力：240 t/日　　保管上限量：585.7 

79 （株）ランドマック
益田市大草町１５－１外
（株）ランドマック 大草事業所リサイク
ルプラント

4,000

最大径概ね50㎝以下、他の廃棄物が除去してあること

処理能力：1,008t/日　保管上限量： 11,422 
            566t/日　　　　　　　　1,166 

87 （株）八万物産
益田市匹見町澄川イ１１８５
（株）八万物産 澄川砕石場

3,900
30cm内外に小割したもの

処理能力：300t/日　　保管上限量：2,461 

As塊受入施設（再生As骨材用）-16-



Ｃｏｎ塊受入施設（再生砕石用） 

◇島根県産業廃棄物減量税について 

 本表のＣｏｎ塊、Ａｓ塊の受入単価は、受入施設におけるリサイクル後の残さ量による産業廃棄物減量税相

当額が含まれる受入単価である。 
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番号
番号
番号 円／トン 円／m

3
円／トン 円／m

3
円／トン 円／m

3

1 アースサポート（株）
松江市八幡町８８２番地２
アースサポート(株)

5,000 5,000 5,000

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－

処理能力：4.9t/日,640t/日,680t/日　　保管上限量：8,276.9 

2 佐々木興産(株)
松江市川原町３８６－１
佐々木興産(株)　川津処理場

5,000 3,500 3,500

鉄筋コン：50cm×50cm以下
無筋コン：同上
Asコン　：－

処理能力：240t/日　　保管上限量：666 

3 輝陽礦業（有）
松江市上宇部尾町５５６番地７
輝陽礦業 砕石工場

4,000 3,000 3,000

鉄筋コン：ダンプ後部から降ろせる大きさ。分別してあり、目的物以
外の物が混入してない物。
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：900t/日　　保管上限量：6,840 

4 島根宇部アスファルト合材（株）
松江市富士見町３番地４
島根宇部アスファルト合材（株）

2,500 2,000 1,800

鉄筋コン：300×300×300mm以下、異物除去
　　　　　夜間受入可（800円/t割増、事前協議要）
無筋コン：同上
Asコン　：同上
鉄筋コンクリート2次製品は、3,500円/t

処理能力：280t/日　　保管上限量：7,085 

7 マツチカ(株)
松江市秋鹿町５６５６－１
マツチカ（株）秋鹿リサイクルプラント

5,000 3,500 3,500

鉄筋コン：50cm以下、夜間の受入不可、異物除去
無筋コン：同上
Asコン　：同上
コンクリート二次製品は、10,000円/t
モルタル吹付殻（ラス金網混入）は別途相談

処理能力：810t/日　　保管上限量：810.6 

9 大福工業（株）
松江市玉湯町林１８７７番６外
大福工業（株）玉湯リサイクルセンター

4,000 2,500 3,000

鉄筋コン：不純物のない50cm程度
無筋コン：同上
Asコン　：同上
コン殻・アス殻の分別搬入。
指定廃棄物以外の混入がないこと。
処理能力：1,372t/日　　保管上限量：2,500 

10 山建プラント（株）
松江市玉湯町林１７４３－１
大福工業（株）玉湯リサイクルセンター

2,500 2,000 2,500

鉄筋コン：ダンプ等で荷下ろしできる大きさ
無筋コン：同上
Asコン　：混合物のないこと
夜間受入は、事前協議が必要

処理能力：1,360t/日　　保管上限量：5,823 

13 （株）ガイアート　島根合材工場
松江市東出雲町春日３６４－６
（株）ガイアート　島根合材工場

3,500 2,500 2,000

鉄筋コン：30cm×30cm×30cm以下
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：440t/日　　保管上限量：20,981 

14 越野組（有）
松江市東出雲町揖屋１４３５－２
越野組（有）金山産業廃棄物中間処理工
場

4,300 2,800 3,300

鉄筋コン：70cm以下（夜間　5,100円/t）
無筋コン：70cm以下（夜間　3,300円/t）
Asコン　：切削屑含む。（夜間　3,900円/t）
鉄筋コンクリート二次製品は5,300円/t。（夜間　6,300円/t）

処理能力：680t/日　　保管上限量：7,418 

15 （株）八雲産業
松江市八雲町平原１８３１番地１
（株）八雲産業 中間処理施設

2,800 2,365 2,365

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－

処理能力：613.6t/日　　保管上限量：108.1 

(再生砕石用）事業所所在地
施設名

受入条件等
（－：特になし）鉄筋コンクリ－ト塊 無筋コンクリ－ト塊

アスファルトコンクリ－ト塊

会　社　名

Con塊、As塊受入施設（再生砕石用）
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番号
番号
番号 円／トン 円／m

3
円／トン 円／m

3
円／トン 円／m

3

(再生砕石用）事業所所在地
施設名

受入条件等
（－：特になし）鉄筋コンクリ－ト塊 無筋コンクリ－ト塊

アスファルトコンクリ－ト塊

会　社　名

16 （株）ケイナン
松江市八雲町熊野９３９番地
（株）ケイナン 熊野中間処理施設

4,600 3,100 2,600

鉄筋コン：小割りしたもの
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：304t/日　　保管上限量： 837 

18 （有）黒井田重機工事
安来市伯太町安田４５６－１
（有）黒井田重機工事 破砕施設Ｉ

3,500 2,500 3,500

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－

処理能力：150t/日　　保管上限量： －　 

19 (株)コーケン
安来市赤江町３３６１番地１２
(株)コーケン　西宮須中間処理場

3,500 2,500 2,500

鉄筋コン：ラス入り不可。土砂混入不可、異物除去
無筋コン：土砂混入不可、異物除去
Asコン　：同上

処理能力：280t/日　　保管上限量：5,530 

21 （株）幸栄通産
安来市伯太町赤屋２１１番地
(株)幸栄通産 伯太処分場（中間処理施
設）

4,000 3,500 5,000

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－
本社（安来市門生町）にて、トラックスケール計量後、処分場へ搬入

処理能力：1,008t/日　　保管上限量：1,000　 

22 中国物産（株）米子営業所
安来市伯太町安田山形３９７
中国物産（株）伯太砕石工場

3,500 3,000 2,500

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－

処理能力：3,421.6t/日　　保管上限量：52,541.7 

23 (有)渡部建設
安来市門生町字政９７１－５
(有)渡部建設

3,500 2,500 2,500

鉄筋コン：30cm角以下に小割したもの、土砂・異物の混入がないもの
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：206t/日　　保管上限量：515 

24 （有）山根建設
雲南市大東町中湯石８４１番地３
（有）山根建設 中間処理場

4,000 2,500 2,600

鉄筋コン：30cm程度小割
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：1,260t/日　　保管上限量：15,674 

26 大福工業（株）
雲南市加茂町南加茂７７３番１
大福工業（株）加茂リサイクルセンター

2,500 2,000 3,000

鉄筋コン：不純物のない50cm程度、異物除去
無筋コン：同上
Asコン　：同上
コン殻・アス殻の分別搬入。
指定廃棄物以外の混入が無いこと。
処理能力：　1,372t/日　　　　　保管上限量：　1,400 

28 （株）藤原建設
飯石郡飯南町都加賀９１５－１９，３０
外
(株)藤原建設　リサイクルセンター

3,000 2,300 2,000

鉄筋コン：30cm程度、土砂・異物の混入がないもの
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：1,496t/日　　保管上限量：1,670 

29 岩倉産業（株）
飯石郡飯南町下来島３４１８番地２
岩倉産業（株）

3,000 2,300 2,300

鉄筋コン：30㎝程度に小割したもの
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：1,320t/日　　保管上限量：626.38 

30 （有）エコクリーン
仁多郡奥出雲町横田１５３７番地４
（有）エコクリーン

4,600 3,100 2,600

鉄筋コン：小割（50cm程度）した物を希む
無筋コン：同上
Asコン　：－

処理能力：880t/日　　保管上限量：4,798 

Con塊、As塊受入施設（再生砕石用）
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番号
番号
番号 円／トン 円／m

3
円／トン 円／m

3
円／トン 円／m

3

(再生砕石用）事業所所在地
施設名

受入条件等
（－：特になし）鉄筋コンクリ－ト塊 無筋コンクリ－ト塊

アスファルトコンクリ－ト塊

会　社　名

31 東亜道路工業（株）島根合材工場
仁多郡奥出雲町大谷９０１－４９８
東亜道路工業（株）島根合材工場

3,600 3,000 2,500

鉄筋コン：50㎝以下、異物混入がないこと
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：320t/日　　保管上限量：5,694 

33 （株）まるきょう
仁多郡奥出雲町馬馳８１６
（株）まるきょう　リサイクルプラント

3,000 3,000 3,000

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－

処理能力：383.6t/日　　保管上限量： 317.23 

34 （株）出雲採石
出雲市稗原町４０８６－２、４０８７
（株）出雲採石本社工場

2,000 1,500 2,000

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－

処理能力：1,372t/日　　保管上限量： 10,598 

35 出雲土建（株）
出雲市芦渡町２４０９－１
出雲土建（株）出雲リサイクルプラント

400 350 500

鉄筋コン：最大粒径30cm程度
無筋コン：同上
Asコン　：同上
コンクリート二次製品は、10,000円/ｔ
モルタル吹付殻（ラス金網混入）は受入不可
ワイヤーメッシュ入り床版はコンクリート二次製品とみなす
処理能力：1,360t/日　　保管上限量：14,991 

37 （有）鎌田組
出雲市稗原町字上ケ山４８９８－１
(有)鎌田組　稗原リサイクルセンター

500 400 500

鉄筋コン：夜間受入不可。自力で荷下ろしできる大きさ
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：1,080t/日　　保管上限量： 2,565 

38 （有）鎌田組
出雲市松寄下町１９６５
(有)鎌田組　浜山リサイクルセンター

500 400 500

鉄筋コン：事前協議により夜間受入可。単価は左記の2倍。自力で荷
下ろしできる大きさ
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：1,080t/日　　保管上限量： 1,833 

39 （株）クリエイト山陰
出雲市馬木町金ヶ廻１２２０番地１６
（株）クリエイト山陰産業廃棄物中間処
理場

3,500 3,000 5,000

鉄筋コン：概ね50cm程度に小割された物、土砂・異物等の付着なし
無筋コン：同上
Asコン　：同上
処理困難な廃棄物の処分費については、別途協議
処理能力：1,081.84t/日　　保管上限量：1,807 

40 （株）佐藤組
出雲市宇那手町１７９３番地
（株）佐藤組

2,500 2,000 2,500

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－

処理能力：816t/日　　保管上限量：12,197.7 

41 大福工業（株）
出雲市上塩冶町上沢２８６７番５外
菅沢リサイクルセンター

2,500 2,000 3,000

鉄筋コン：不純物のない50cm程度
無筋コン：同上
Asコン　：同上
コン殻・アス殻の分別搬入。
指定廃棄物以外の混入が無いこと。
処理能力：1,372t/日　　保管上限量：1,488.8 

43 （有）奥資材
出雲市鹿園寺町９３３
（有）奥資材 鹿園寺中間処分場

1,500 1,300 1,500

鉄筋コン：30cm以下
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：1,008t/日　　保管上限量：856 

45 （有）柳樂工業
出雲市東郷町７４３－２
（有）柳樂工業

1,800 1,500 2,000

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－

処理能力：144t/日　　保管上限量：2,430 

Con塊、As塊受入施設（再生砕石用）
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番号
番号
番号 円／トン 円／m

3
円／トン 円／m

3
円／トン 円／m

3

(再生砕石用）事業所所在地
施設名

受入条件等
（－：特になし）鉄筋コンクリ－ト塊 無筋コンクリ－ト塊

アスファルトコンクリ－ト塊

会　社　名

46 （有）西尾組
出雲市上岡田町１５２２－９
（有）西尾組 産業廃棄物中間処理場

2,500 2,000 3,000

鉄筋コン：50×50×10cm程度の小割
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：410t/日　　保管上限量：844 

47 （有）山崎組
出雲市里方町501-1
（有）山崎組

1,500 1,000 1,500

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－

処理能力：660t/日　　保管上限量：5,514 

48 （株）岩崎建設
出雲市佐田町八幡原１１６１－１、１１
６１－３
(株)岩崎建設 リサイクルプラント

2,000 1,500 2,000

鉄筋コン：最大30cm以内、付着ゴミ混入不可
無筋コン：最大30cm以内、土砂混じり別途料金
Asコン　：最大30cm以内

処理能力：224t/日　　保管上限量：2,668 

51 山建プラント（株）
出雲市多伎町久村２１３－８
久村リサイクルセンター

2,500 2,000 2,500

鉄筋コン：ダンプ等で自ら荷下ろしできる大きさ
無筋コン：－
Asコン　：混入物のないこと

処理能力：1,360t/日　　保管上限量：6,385 

52 タカセ興産（株）
出雲市斐川町学頭字畑谷４０２６番地１
外
選別施設

11,500 11,500 11,500

鉄筋コン：径1 以下
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：－ /日　保管上限量：2,371 

55 前田道路（株）出雲合材工場
出雲市斐川町神氷９３３
前田道路（株）出雲合材工場

3,500 3,000 2,700

鉄筋コン：30×30×30cm角以下に小割したもの
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：600t/日　　保管上限量：1,194 

57 石見銀山建設（株）
大田市鳥井町鳥井字鍛冶屋田９６４－１
外
石見銀山建設（株）

2,200 2,000 2,000

鉄筋コン：ダンプで運搬できる大きさ
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：208t/日　　保管上限量：949.2 

58 （株）須山商事
大田市水上町福原字おけくれ６７０－１
（株）須山商事　産業廃棄物中間処理場

3,200 2,800 2,800

鉄筋コン：40cm以下、固形状、バラ
無筋コン：同上
Asコン　：同上
受入時期、数量等については事前協議すること

処理能力：1,080t/日　　保管上限量：703 （1652ｔ）

Con塊、As塊受入施設（再生砕石用）
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番号
番号
番号 円／トン 円／m

3
円／トン 円／m

3
円／トン 円／m

3

(再生砕石用）事業所所在地
施設名

受入条件等
（－：特になし）鉄筋コンクリ－ト塊 無筋コンクリ－ト塊

アスファルトコンクリ－ト塊

会　社　名

59 （有）竹下工材
大田市富山町才坂６５９番地
(有)竹下工材　富山採石工場

見積による 見積による 見積による

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－

処理能力：1,080t/日　　保管上限量：－ 

60 （株）山﨑組
大田市鳥井町鳥越４１３番地１４外
（株）山﨑組　再資源化施設

3,500 3,000 3,000

鉄筋コン：30cm角に小割したもの、土砂・異物の混入がないこと
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：1,400t/日　　保管上限量：1,830 

61 （有）齋木砂利
邑智郡美郷町潮村２２番２
（有）齋木砂利 邑智東リサイクルセン
ター

2,700 2,500 2,500

鉄筋コン：最大粒径80cm以下
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：240t/日　　保管上限量：1,577 

62 大五建設（有）
邑智郡美郷町浜原４番地３
大五建設（有）浜原営業所

2,500 2,000 2,000

鉄筋コン：40cm以下に小割したもの、土砂・異物の混入がないこと
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：37.6t/日　　保管上限量：1,301.09 

63 （有）寺本建設
邑智郡邑南町岩屋１５９４－１外
（有）寺本建設 岩屋プラント

3,000 1,500 2,000

鉄筋コン：２次製品・モルタル吹付殻は鉄筋コンクリートの1.5倍と
する
　　　　　30cm以上の無筋コンクリートは、鉄筋コンクリートと同様
の扱い
無筋コン：同上
Asコン　：－

処理能力：480t/日　　保管上限量：2,921

64 （株）西日本土地改良
浜田市河内町３２９３－１
（株）西日本土地改良　浜田リサイクル
プラント

4,500 3,000 3,000

鉄筋コン：50×50×30㎝
無筋コン：同上
Asコン　：同上
コンクリート二次製品は、5,500円/トン

処理能力：720t/日　　保管上限量：108.9 

65 浜田コンクリートリサイクル（株）
浜田市生湯町１９０９番地１
浜田コンクリートリサイクル（株）生湯
工場

3,300 3,000 3,000

66 （有）みはし産業
浜田市三階町６１－４
(有)みはし産業 第一処分場

2,500 2,000 2,000

鉄筋コン：50㎝以下
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：1,080t/日　　保管上限量：4,125.3 

Con塊、As塊受入施設（再生砕石用）
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番号
番号
番号 円／トン 円／m

3
円／トン 円／m

3
円／トン 円／m

3

(再生砕石用）事業所所在地
施設名

受入条件等
（－：特になし）鉄筋コンクリ－ト塊 無筋コンクリ－ト塊

アスファルトコンクリ－ト塊

会　社　名

71 河野建設（株）
浜田市三隅町下古和１００８番外
河野建設(株)河野リサイクルプラント

2,500 2,000 3,000

鉄筋コン：50cm以下
無筋コン：同上
Asコン　：同上
可能な限り、重量検収をすること。
検収場所所在地　島根県浜田市三隅町河内314番地1
河野建設(株)乙原生コンクリート工場内　TEL0855-32-0849
吹付モルタル殻及びコンクリート二次製品は受入不可。

処理能力：1,040t/日　　保管上限量：562.5 

72 （有）江津開発センター
江津市敬川町２３２０－１
（有）江津開発センター敬川工場

3,000 2,500 2,500

鉄筋コン：30㎝内外（夜間4,500円/t）
無筋コン：同上　　（夜間3,750円/t）
Asコン　：同上　　（夜間3,750円/t）

処理能力：600t/日　　保管上限量：26,190 

74 北陽開発（株）
江津市桜江町鹿賀７４７番
北陽開発（株）再生処理施設

2,000 1,500 1,500

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－
コンクリート２次製品は3,000円/t
モルタル吹付殻（ラス金網混入）は5,500円/t
1回あたりの受入トン数が1t未満の場合は、1tとする
処理能力：520t/日　　保管上限量：4,938 

75 前田道路（株）浜田合材工場
浜田市三隅町折居８６９番外
前田道路（株）浜田合材工場

4,700 4,700 3,700

鉄筋コン：50cm×50cm以下、土砂・異物の混入なし
無筋コン：同上
Asコン　：同上
石綿含有廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び
特別管理産業廃棄物の受入不可
夜間の受入可（500円/tの割増し）

処理能力：240 t/日　　保管上限量：585.7 

76 江津興産（株）
江津市渡津町６番１、６番８
江津興産（株）リサイクルプラント

2,000 1,500 1,500

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－
処理能力：560t/日　　保管上限量：680 

78 高橋建設（株）
益田市津田町６３８－１
高橋建設（株）マスミクリーンサービス

4,500 4,000 4,000

鉄筋コン：50cm角以下に小割したもの、土砂・異物の混入がないもの
無筋コン：同上
Asコン　：同上
コンクリート二次製品は、10,000円/t
吹付モルタルは受入不可
処理能力：400t/日　　保管上限量：653 

79 （株）ランドマック
益田市大草町１５－１外
（株）ランドマック 大草事業所リサイク
ルプラント

4,500 4,000 4,000

鉄筋コン：概ね50㎝以下、異物除去。
無筋コン：概ね50㎝以下、異物除去。
Asコン　：同上
コンクリート二次製品、モルタル吹付は除く
コンクリート二次製品は、10,000円/t
処理能力：1,568t/日　保管上限量： 12,588 

81 （有）島根エコリサイクル
益田市喜阿弥町イ１５９２番８
(有)島根エコリサイクル　喜阿弥破砕処
理場

4,000 3,500 3,500

鉄筋コン：50㎝以下に小割し、土砂及びその他鉄筋以外の異物が混入
していないもの
無筋コン：同上
Asコン　：同上
コンクリート二次製品5,000円/t
処理能力：680t/日    保管上限量：2,885 

83 （株）益田重機運輸
益田市虫追町イ５２８番地
（株）益田重機運輸  リサイクル益重

4,500 4,000 4,000

鉄筋コン：概ね50㎝以下、異物除去
　　　　　コンクリート二次製品、モルタル吹付は除く
無筋コン：概ね50㎝以下、異物除去
Asコン　：同上
ンクリート二次製品10,000円/t、モルタル吹付（ラス金網混入）
10,000円/t
処理能力：400t/日　　保管上限量：4,000 

Con塊、As塊受入施設（再生砕石用）
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番号
番号
番号 円／トン 円／m

3
円／トン 円／m

3
円／トン 円／m

3

(再生砕石用）事業所所在地
施設名

受入条件等
（－：特になし）鉄筋コンクリ－ト塊 無筋コンクリ－ト塊

アスファルトコンクリ－ト塊

会　社　名

84 （株）美都の森　モトヒロ
益田市美都町仙道５５０番１外
（株）美都の森　モトヒロ　再資源化施
設

7,500 6,500 6,500

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－
モルタル吹付材については、アスベスト有無の提示
処理能力：40t/日　　保管上限量：200 

87 （株）八万物産
益田市匹見町澄川イ１１８５
（株）八万物産 澄川砕石場

4,400 3,900 3,900

鉄筋コン：30cm内外に小割したもの
無筋コン：－
Asコン　：－
コンクリート2次製品 5,900円/t

処理能力：300t/日　　保管上限量：2,461 

91 （有）エル・アイ・エス
鹿足郡津和野町左鐙１８６５－１
（有）エル・アイ・エス  成日照中間処
理（破砕）場

5,500 5,000 5,000

鉄筋コン：30cm以下
無筋コン：同上
Asコン　：同上
コンクリート2次製品、吹付モルタルは10,000円/t

処理能力：125t/日　　保管上限量：613 

92 （有）エル・アイ・エス
鹿足郡津和野町枕瀬２４３－１
（有）エル・アイ・エス　枕瀬保管施設

5,500 5,000 5,000

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－
コンクリート2次製品、吹付モルタルは10,000円/t

処理能力：165 t/日　　保管上限量：1151.5 

95 （有）森屋産業
鹿足郡津和野町左鐙４８４
（有）森屋産業　産廃処分場

4,000 3,500 3,500

鉄筋コン：－
無筋コン：－
Asコン　：－
モルタル吹付、コンクリート2次製品は、10,000円/t

処理能力：165t/日　　保管上限量：624 

97 アイ・コーポレーション（株）
鹿足郡吉賀町朝倉１４１４
アイ・コーポレーション（株）リプラン
坂折工場

4,000 3,500 3,500

鉄筋コン：混合物なし
無筋コン：50cm以上は3,500円、50cm未満は3,000円。
Asコン　：同上
2次製品は10,000t円/t

処理能力：1400t/日　　保管上限量：1,236 

99 （有）西郷生コン
隠岐郡隠岐の島町今津三浦４１番地
（有）西郷生コン 産廃中間処理場

5,100 3,000 2,400

鉄筋コン：不純物のない30cm角程度に小割りしたもの
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：300t/日　　保管上限量：1,505 

100 徳畑採石（株）
隠岐郡隠岐の島町東郷深山１番地
徳畑採石（株）東郷砕石工場

5,000 3,000 2,400

鉄筋コン：30cm以下
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：600t/日　　保管上限量：1,500 

102 (有)朝日砕石
隠岐郡隠岐の島町有木大満寺山４番地２
(有)朝日砕石　砕石場

5,300 3,300 2,700

鉄筋コン：30cm角程度に小割したもので、ゴミ等の混入不可
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：840t/日　　保管上限量：7,333 

103 (株)海士リサイクル
隠岐郡海士町大字海士5152番地
(株)海士リサイクル

5,600 5,100 4,500

鉄筋コン：不純物のない30㎝以下のもの
無筋コン：同上
Asコン　：同上

処理能力：456t/日　　保管上限量：1,240m3

Con塊、As塊受入施設（再生砕石用）
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建設発生木材受入施設 

◇島根県産業廃棄物減量税について 

 本表の建設発生木材の受入単価は、受入施設におけるリサイクル後の残さ量による産業廃棄物減量税相当額

が含まれる受入単価である。 
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番
番
番号 円/トン 円/空m

3
円/トン 円/空m

3
円/トン 円/空m

3
円/トン 円/空m

3

1 アースサポート（株）
松江市八幡町８８２番地２
アースサポート(株)

9,000 12,000 12,000

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：－
建築解体材：－

処理能力：4.9t/日,4.74t/日,7.2t/日　　保管上限量：42 

2 佐々木興産(株)
松江市川原町３８６－１
佐々木興産(株)　川津処理場

8,000

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：－
建築解体材：－

処理能力：132t/日　　保管上限量：543 

5 （有）大成商事
松江市八幡町８８０番地７
（有）大成商事　松江工場

12,000

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：－
建築解体材：ボルト等不純物は取り除くこと。
枝葉（生木）、伐根、竹、草は受入不可。

処理能力：1,320t/日　　保管上限量：346.5m3

6 松浦造園（株）
松江市大庭町１６３２番地２４
松浦造園（株）破砕施設

5,000 5,000 8,000

枝・葉　　：土砂、石等の混入のないもの。
　　幹　　：同上
根　　　株：土砂を極力除去したもの。竹根は受入不可。
建築解体材：－
本社事務所で検収を行った後、処分場へ搬入

処理能力：616t/日　　保管上限量：921 

8 マツチカ(株)
松江市東長江町８８４番地
マツチカ（株）東長江ウッドリサ
イクルプラント

6,000 6,000 8,500 6,000

夜間の受入不可
枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：出来るだけ土砂・異物を取り除いたもの。
建築解体材：新建材・ベニヤ板等は不可

処理能力：350t/日　　保管上限量：853.43 

15 （株）八雲産業
松江市八雲町平原１８３１番地１
（株）八雲産業 中間処理施設

5,000 5,000 12,000 8,500

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：－
建築解体材：－

処理能力：3.68t/日　　保管上限量：158.8 

17 （有）黒井田重機工事
安来市黒井田町字前灘２０５６
（有）黒井田重機工事 破砕施設Ⅱ

5,000 7,500 11,000 8,000

枝・葉　　：長さ3m以内
　　幹　　：同上
根　　　株：同上
建築解体材：同上

処理能力：7.2t/日　　保管上限量：－　 

20 (株)コーケン
安来市月坂町７８７番地１
(株)コーケン　月坂中間処理場

5,500 5,500 80,000 20,000

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：受入単価は時価のため別途見積対応
建築解体材：ボルト・ナット等受入不可

処理能力：200ｔ/日　　保管上限量：3,166 

受入条件等
（－：特になし）枝・葉 幹 根株 建築解体材

建　設　発　生　木　材

会　社　名
事業所所在地

施設名

建設発生木材受入施設
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21 （株）幸栄通産
安来市伯太町赤屋２１１番地
(株)幸栄通産 伯太処分場（中間処
理施設）

50,000 50,000 15,000

本社（安来市門生町）にて、トラックスケール計量後、処分場へ搬入
枝・葉　　：－
　　幹　　：乾燥している方が望ましい。
根　　　株：同上
建築解体材：同上

処理能力：90.4t/日　　保管上限量：86.3 

25 （有）山根建設
雲南市大東町中湯石４２５番地
（有）山根建設 中間処理場

13,000 13,000 20,000 13,000

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：泥や石を落としてから搬入すること
建築解体材：－

処理能力：22t/日　　保管上限量：375 

27 山陰丸和林業（株）
雲南市加茂町南加茂８０７番の２
山陰丸和林業（株）加茂事業所

5,000 18,000 8,000

枝・葉　　：草は除く
　　幹　　：有価にて受入、長さ２ｍ以上
根　　　株：洗浄の上、土砂・石は除去
建築解体材：異物（釘、蝶番、ボルト）除去

処理能力：359t/日　　保管上限量：1,254 

28 （株）藤原建設

飯石郡飯南町都加賀９１５－１
９，３０外
(株)藤原建設　リサイクルセン
ター

5,500 6,500 8,000 6,500

枝・葉　　：長さ3m未満
　　幹　　：同上
根　　　株：土砂・石を除去
建築解体材：ボルト、カスガイを除去

処理能力：264t/日　　保管上限量：1,173 

32 仁多郡森林組合

仁多郡奥出雲町亀嵩２５６８番地
１
仁多郡森林組合　事業合同セン
ター

5,300 5,300 8,000

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：土砂除く
建築解体材：

処理能力：73.2t/日　　保管上限量：1,000 

33 （株）まるきょう
仁多郡奥出雲町馬馳８１６
（株）まるきょう　リサイクルプ
ラント

9,000 9,000 25,800 21,000

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：－
建築解体材：－

処理能力：27.2t/日　　保管上限量：376.25 

36 出雲土建（株）
出雲市下古志町１８１９番地３５
出雲土建（株）イズモ環境テクノ
センター

2,000

枝・葉    ：－
　　幹　　：－
根　　　株：－
建築解体材：釘、ビスは付着可。釘以上の大きさの金属（ボルト、かすがい、トイモ
チ
等）は取り外し
電柱、枕木、土台などの薬剤処理をした木材は受取不可
コンパネ、ベニヤ、集成材、圧縮木材などの合成木材は受取不可
家具等の塗装木材は受取不可
ふすま紙、障子紙はすべて剥がすこと
電気コードプラスチック、ガイシ、断熱材などの付着物がある場合、受取 不可

処理能力：127t/日　　保管上限量：941 

39 （株）クリエイト山陰

出雲市馬木町金ヶ廻１２２０番地
１６
（株）クリエイト山陰産業廃棄物
中間処理場

8,000 8,000 12,000 8,000

枝・葉　　：土砂・異物等の付着無し、概ね長さ2.0m未満のもの
　　幹　　：同上
根　　　株：土砂・異物等の付着無し、概ね長さ1.5m未満のもの
建築解体材：土砂・異物等の付着無し、概ね長さ2.0m未満のもの
処理困難な廃棄物の処分費については、別途協議

処理能力：118.4t/日　　保管上限量：415 

建設発生木材受入施設
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会　社　名
事業所所在地

施設名

44 （有）奥資材
出雲市鹿園寺町５０７
（有）奥資材 破砕リサイクルプラ
ント

6,000 6,000 7,500 6,000

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：泥・石等を取り除いたもの
建築解体材：－

処理能力：4.5t/日　　保管上限量：120.8 

46 （有）西尾組
出雲市上岡田町１５２２－９
（有）西尾組 産業廃棄物中間処理
場

7,000 7,000 8,500 7,000

枝・葉　　：混入物のないものに限る
　　幹　　：同上
根　　　株：付着物、混入物のないものに限る
建築解体材：同上

処理能力：208t/日　　保管上限量：788 

49 まるふく商事（株）
出雲市佐田町毛津大人５６２－８
まるふく商事（株） 中間プラント

9,000 9,000 13,000 9,000

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：－
建築解体材：－

処理能力：3.2t/日　　保管上限量：109 

50 （株）三原組
出雲市佐田町須佐１５０６－１
ウッドリサイクル

5,000 5,000 7,000

枝・葉　　：長さ4m以下
　　　　　　土砂等の付着が少なく、他のものと混在しないこと
　　幹　　：同上
根　　　株：同上
建築解体材：－

処理能力：75.5t/日,175t/日　保管上限量：1,215 

52 タカセ興産（株）
出雲市斐川町学頭字畑谷４０２６
番地１外
選別施設

6,500 6,500

枝・葉　　：－
　　幹　　：径30㎝以下、長さ2m以下
根　　　株：－
建築解体材：径30㎝以下、長さ2m以下

処理能力：240 /日　　保管上限量：2,371 

56 (株)エコテック産業
出雲市上岡田町６９２番外
（株）エコテック産業

5,500 5,500 8,000 5,500

指定品目以外の異物混入がないこと。重量検収は㈱エコテック産業事務所（出雲市野
石谷町212）で行った後、処分場へ搬入

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：－
建築解体材：－

処理能力：61t/日　　保管上限量：1034 

57 石見銀山建設（株）
大田市鳥井町鳥井字鍛冶屋田９６
４－１外
石見銀山建設（株）

6,000 6,000 8,200 6,400

枝・葉　　：草・落ち葉等　混載は不可
　　幹　　：－
根　　　株：出来る限り泥、土等は落とすこと
建築解体材：構造物のみ（防腐・防蟻加工をしたものは不可）

処理能力：　192　t/日　　　　　保管上限量：　1,149.38 

60 （株）山﨑組
大田市鳥井町鳥越４１３番地１４
外
（株）山﨑組　再資源化施設

6,000 6,000 8,000 6,000

枝・葉　　：草、竹不可
　　幹　　：竹不可
根　　　株：竹不可
建築解体材：竹不可

処理能力：640t/日　　保管上限量：956 

建設発生木材受入施設
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61 山興緑化（有）
邑智郡美郷町小松地３１６－４
山興緑化（有）小松地工場

6,000 6,000 8,500 6,500

枝・葉　　：土砂やビニール等の異物除去
　　幹　　：　同上
根　　　株：　同上
建築解体材：　同上

処理能力：2,048t/日　　保管上限量：3,726.4 

65 邑智郡森林組合
邑智郡邑南町中野３５９０－２
邑智郡森林組合　チップ工場

6,000 6,000 22,000

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：－
建築解体材：－

処理能力：896t/日　　保管上限量：1,692 

70 （有）浜田浄化センター
浜田市生湯町１８９２－４
（有）浜田浄化センター　生湯工
場

6,000 6,000 8,000 6,000

73 播磨屋林業（株）
江津市桜江町八戸１８５番地１
播磨屋林業（株）八戸リサイクル
センター

6,000 6,000 8,500 22,500

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：－
建築解体材：木材以外の不純物は除く

処理能力：659.13t/日　　保管上限量：2,125 

77
（株）石見ウッドリサイ
クル

益田市大草町１５４番地
(株)石見ウッドリサイクル

6,200 6,200 7,500 6,700

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：土が振るってあること。竹の根は不可。
建築解体材：分別がきちんとしてあること（ボルト等の金具は取り除く）

処理能力：119.2t/日　　保管上限量：2,720 

78 高橋建設（株）
益田市津田町６３８－１
高橋建設（株）マスミクリーン
サービス

6,500 6,500 10,000 7,500

検収：小型車(2t)1.5m3、小型車(2t)深3.0m3、中型車(4t)3.0m3、中型車(4t)深
6.0m3、大型車(10t)7.0m3、大型車(10t)深14.0m3
枝・葉　　：草は受入不可
　　幹　　：最大径30cm以下、長さ2m以下
根　　　株：要相談、竹根は受入不可
建築解体材：釘、紙、ビニール、土石等を取り除いたものに限る
　　　　　　最大長2m以下

処理能力：4.56t/日　　保管上限量：125 

82 （株）益田重機運輸
益田市虫追町イ１２７３番地２
（株）益田重機運輸  益重ウッド
リサイクル

6,500 6,500 8,000 7,500

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：石、泥等を十分に取り除いたものに限る
建築解体材：－

処理能力：100t/日　　保管上限量：1,000 

85
（株）美都の森　モトヒ
ロ

益田市美都町三谷１２９４番地外
（株）美都の森　モトヒロ　再資
源化施設

9,500 8,000 20,000 8,000

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：出来るだけ土砂を取除くこと
建築解体材：－

処理能力：17.6t/日　　保管上限量：13 

86 （株）美都森林

益田市美都町宇津川ロ１０２３－
２外５筆
(株)美都森林　緑リサイクルセン
ター

6,500 6,500 7,500

枝・葉　　：深ダンプで運搬できる長さ、大きさ
　　幹　　：太さ制限なし、長さ5m以内
根　　　株：石・泥を落とした物で、大きさは深ダンプで運搬できる物
建築解体材：－
竹根の受け入れは不可
処理能力：801.6t/日,199.2t/日　　保管上限量：2,059 

建設発生木材受入施設
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88 益田リサイクル(有)
益田市東町ロ４８１－２
益田リサイクル（有）

60,000 10,000 100,000 10,000

枝・葉　　：80㎝以内、別途破砕前処理費4,500円
　　幹　　：同上
根　　　株：80㎝以内、別途破砕前処理費4,500円／ 、石等付着物が有る場合、
　　　　　　選別費6,000～15,000円／ 別途加算
建築解体材：同上

処理能力：4.88t/日　　保管上限量：108 ,68.4 

89 益田リサイクル(有)
益田市遠田町163
益田リサイクル（有）

60,000 10,000 100,000 10,000

枝・葉　　：80㎝以内、別途破砕前処理費4,500円／ 
　　幹　　：同上
根　　　株：80㎝以内、別途破砕前処理費4,500円／ 、石等付着物が有る場合、
　　　　　　選別費6,000～15,000円／ 別途加算
建築解体材：同上

処理能力：4.88t/日　　保管上限量：108 ,68.4 

90 (有)石西建設
益田市安富町1772
(有)石西建設　安富クリーンセン
ター

6,500 7,500 7,500 6,500

枝・葉　　: 最大径30cm以下。径30cm以上の場合、割増料金1,000円/空m3
    幹    : 同上
根　　　株: 付帯物（土類）を落とすこと
建築解体材：－

処理能力：60t/日　　保管上限量：1,061 

93 （有）エル・アイ・エス
鹿足郡津和野町柳村５２２
（有）エル・アイ・エス　柳中間
処理（破砕）場

9,000 9,000 10,000 9,500

枝・葉　　：紙,ﾋﾞﾆｰﾙ,金属類や土石類の混入は不可、長さ1.5m程度に切断したもの
　　幹　　：同上
根　　　株：同上
建築解体材：同上

処理能力：12.8t/日　　保管上限量：145 

96 （株）石州リサイクル
鹿足郡津和野町邑輝字葛根尾４１
６番１
（株）石州リサイクル処理場

6,500 6,500 7,500 7,000

枝・葉　　：深ダンプで運搬できる長さ
　　幹　　：太さ制限なし、長さ5m以内
根　　　株：土等を十分取り除いたものに限る
建築解体材：受入数量制限あり
　　　　　　釘等の異物の混入がされないこと、木くずに限る
　　　　　　防腐剤等の薬剤が注入されていない物に限る
　　　　　　カラーコンパネ、塗料が付いている物は不可

処理能力：114.8t/日　　保管上限量：994 

98 （有）西郷生コン
隠岐郡隠岐の島町栄町９４６－１
（有）西郷生コン  隠岐ウッドリ
サイクルセンター

22,000 22,000 37,000 22,000

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：－
建築解体材：－

処理能力：458t/日　　保管上限量：1,895 

101 （株）クリーン
隠岐郡隠岐の島町都万５２２９
（株）クリーン  焼却及び破砕施
設

22,000 22,000 37,000 30,000

枝・葉　　：－
　　幹　　：－
根　　　株：－
建築解体材：－

処理能力：16.56t/日　　保管上限量：463.68m3

103 (株)海士リサイクル
隠岐郡海士町大字海士5152番地
(株)海士リサイクル

22,000 23,000 25,000 25,000

枝・葉　　：不純物のない、長さ５ｍ以下のもの
　　幹　　：　同上
根　　　株：　同上
建築解体材：　同上

処理能力：264t/日　　保管上限量：630m3

建設発生木材受入施設
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建設汚泥受入施設（中間処理施設） 

   （含水率８５％以上） 

◇島根県産業廃棄物減量税について 

 本表の建設汚泥の中間処理施設への受入単価は、受入施設における中間処理後の最終処分にかかる産業廃

棄物減量税相当額が含まれる受入単価である。 
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番号

番号
番号 円／トン 円／m

3 円／トン 円／m
3 円／トン 円／m

3

12 三光(株)
松江市八束町江島１１２８－１０５
三光（株）江島工場

見積による 見積による 見積による

53 タカセ興産（株）
出雲市斐川町学頭字畑谷４０２７番地１
外
天日乾燥施設

24,500 有害物を含まない証明（事前検査等）必要

70 （有）浜田浄化センター
浜田市生湯町１８９２－４
（有）浜田浄化センター　生湯工場

30,000 30,000

アスファルト舗装切断排水
（含水率85%以上）

建　設　汚　泥 （中間処理施設）

受入条件等（－：特になし）
建設汚泥

（含水率85%以上）
コンクリート舗装切断排水

（含水率85%以上）事業所所在地
施設名会　社　名

建設汚泥受入施設（中間処理施設）
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建設汚泥受入施設（最終処分場） 

   （含水率８５％未満） 

◇島根県産業廃棄物減量税について 

建設汚泥受入施設（最終処分場）の受入単価は、産業廃棄物減量税相当額を含まない受入単価である。 

したがって、設計計上トン数（0.1 トン単位）に税率 1,000 円/ﾄﾝを乗じて算出した金額を産廃税相当額とし

て処分費に別途加算すること。 

なお、最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量の計測が困難な場合は、搬入される産廃の容量に産廃税施

行規則（令和元年島根県規則第 15 号）に定められている産廃の種類ごとの換算係数（汚泥の場合は 1.10）を

乗じて得られる重量に税率を乗じて算出した金額を産廃税相当額とする。 
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含水率85％未満 コンクリート舗装 アスファルト舗装 産廃税相当額 含水率85％未満 コンクリート舗装 アスファルト舗装 産廃税相当額

切断排水 切断排水 切断排水 切断排水

(含水率85%未満） (含水率85%未満） (含水率85%未満） (含水率85%未満）

54 タカセ興産（株）
出雲市斐川町学頭字畑谷３１７
６番地外
管理型最終処分場

21,000

94 （有）エル・アイ・エス
鹿足郡津和野町柳村５２２
（有）エル・アイ・エス　柳産
業廃棄物最終処分場

60,000 60,000 60,000

番号

腐敗等により悪臭が発生しないこと

有害な物を含まない証明（事前検査等）必要

円／トン

建　設　汚　泥 （最終処分場）

円／m3

会　社　名
事業所所在地

施設名 受入条件等
（－：特になし）

建設汚泥受入施設（最終処分場）
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がれき類受入施設（最終処分場） 

◇島根県産業廃棄物減量税について 

がれき類受入施設（最終処分場）の受入単価は、産業廃棄物減量税相当額を含まない受入単価である。 

したがって、設計計上トン数（0.1 トン単位）に税率 1,000 円/ﾄﾝを乗じて算出した金額を産廃税相当額とし

て処分費に別途加算すること。 

なお、最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量の計測が困難な場合は、搬入される産廃の容量に産廃税施

行規則（令和元年島根県規則第 15 号）に定められている産廃の種類ごとの換算係数（がれき類の場合は 1.48）

を乗じて得られる重量に税率を乗じて算出した金額を産廃税相当額とする。 
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番号
番号
番号 コンクリート アスファルト 産廃税相当額 コンクリート アスファルト 産廃税相当額

舗装切断粉 舗装切断粉 舗装切断粉 舗装切断粉

69 （有）みはし産業 浜田市三階町６１－４
(有)みはし産業 第一処分場

8,000 8,000

80 （株）ランドマック
益田市大草町１５－１外
（株）ランドマック 大草事業所
産業廃棄物最終処分場

8,000 8,000

84 （株）美都の森　モトヒロ
益田市美都町仙道５５０番１外
（株）美都の森　モトヒロ　再資
源化施設

6,500 6,500

94 （有）エル・アイ・エス
鹿足郡津和野町柳村５２２
（有）エル・アイ・エス　柳産業
廃棄物最終処分場

60,000 60,000

30cm以下

会　社　名
事業所所在地

施設名

が れ き 類 （最終処分場）

円／トン 円／m3
受入条件等

（－：特になし）

設計計上トン数
（0.1トン単位）
に税率1,000円/ﾄﾝ
を乗じて算出した
金額を産廃税相当
額として処分費に
別途加算するこ
と。

最終処分場に搬入され
る産業廃棄物の重量の
計測が困難な場合は、
搬入される産廃の容量
に産廃税施行規則（令
和元年島根県規則第15
号）に定められている
産廃の種類ごとの換算
係数（がれき類の場合
は1.48）を乗じて得ら
れる重量に税率を乗じ
て算出した金額を産廃
税相当額とする。

1.0 以下最低料金適用
有害物質等が付着していないこと
受入時間　8:00～16:00

がれき類受入施設（最終処分場）
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