産業廃棄物中間処理業者一覧（阪神北県民局管内）

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の所在地

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

1

㈱アールシー川西
02823022631

兵庫県川西市下加茂二丁目78番地
072-759-8380
兵庫県川西市下加茂２丁目78番地
筆

2

㈱井本興業
02823158959

兵庫県宝塚市川面字長尾山15番327
0797-87-7127
兵庫県宝塚市川面字長尾山15番327
７筆

3

エアポート企業㈱
02823008088

大阪府池田市空港２丁目368番地大阪国
際空港内
焼却【廃プラ(発泡スチロールに限る、
焼却(0.06ｔ/日)
石綿含有産業廃棄物を除く)】
06-855-1113
兵庫県伊丹市森本１丁目８番９ 外１筆

4

㈱大阪砕石工業所
02823016179

大阪府大阪市北区堂島一丁目５番17号
06-6485-7620
兵庫県宝塚市川面字長尾山15番17

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
破砕(796ｔ/日)
除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物
を除く)】

R2.6.30

5

㈲オートパーツ光伸
02823154028

兵庫県三田市東本庄字周ヶ谷296番地２
079-568-7766
兵庫県三田市東本庄字周ヶ谷296番地２
外２筆

圧縮【廃プラ※、金属くず※、ガラス
くず・コンクリートくず及び陶磁器く
ず※
※廃自動車（自Ｒ法第２条第１項に規
定する自動車を除く）に限る】

R2.4.22

6

㈱グローバルグリーン
02823013090

兵庫県三田市中央町11番７－２号
079-562-5009
兵庫県三田市四ツ辻西野野606番

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
破砕(6.84ｔ/日)
く)、紙くず、木くず】

7

㈲佐野商店
02823130297

兵庫県三田市東本庄2207番地の25
079-568-2915
兵庫県三田市東本庄2207番地の25
筆

8

三田チップ㈱
02823043489

兵庫県三田市上井沢49番地
079-567-0016
兵庫県三田市西野上828番地３

9

㈱ダイシン
02823017777

10

11

許

可

品

目

中間処理方法
中間処理能力

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
破砕(560ｔ/日)
外７ 除く)、鉱さい(無害に限る)、がれき類
(石綿含有産業廃棄物を除く)】

外

焼却【木くず】
破砕【汚泥(生コン残さ汚泥に限る)、
廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除く)、
紙くず、繊維くず、金属くず、ガラス
くず・コンクリートくず及び陶磁器く
ず(石綿含有産業廃棄物を除く)、がれ
き類(石綿含有産業廃棄物を除く)】

破砕(1,440ｔ/日)
焼却(4.8ｔ/日)
破砕(4.8ｔ/日)

圧縮(240ｔ/日)

許可期限

R4.4.6

R3.10.27

R2.9.2

R6.2.21

破砕(108ｔ/日)
破砕(108ｔ/日)
破砕(80ｔ/日)
破砕(24ｔ/日)

R6.9.8

破砕(132ｔ/日)

R3.9.13

兵庫県川西市久代一丁目10番55号
072-757-2216
兵庫県川西市加茂６丁目126番地の１
外２筆

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
破砕(1.6ｔ/日)
く)】
圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除 圧縮(16t/日)
く)】

R2.12.7

㈱大都興産
02823013875

兵庫県尼崎市塚口町三丁目36番地の５
06-6421-8777
兵庫県伊丹市岩屋一丁目３番 外２筆

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴム
くず、金属くず、ガラスくず・コンク 破砕(15.5ｔ/日)
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)】

R3.9.20

㈱髙山組
02823022580

兵庫県伊丹市北野二丁目112番地
072-783-4576
兵庫県伊丹市北河原４丁目３番11号

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(コンクリート２次製品
に限る、石綿含有産業廃棄物を除く)、 破砕(560ｔ/日)
がれき類(石綿含有産業廃棄物を除
く)】

R5.12.23

兵庫県伊丹市森本八丁目54番地
072-782-0538
兵庫県伊丹市森本８丁目53番地

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、木くず、ガラスくず・コンクリー
トくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃
棄物を除く)、がれき類(石綿含有産業
廃棄物を除く)】
圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)】

R6.6.11

東京都港区六本木七丁目３番７号
03-3405-1811
兵庫県伊丹市北河原６丁目２番５号

破砕・溶融【がれき類(石綿含有産業廃 溶融(360ｔ/日)
棄物を除く)】
破砕(480ｔ/日)

R3.11.25

兵庫県三田市末1487番地
079-567-1360
兵庫県三田市末字赤山2049番

焼却【木くず】
破砕【木くず、ガラスくず・コンク
破砕(320ｔ/日)
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)、がれき類(石綿含有 焼却(16ｔ/日)
産業廃棄物を除く)】

R6.8.15

12

㈱天道
02823138179

13

東亜道路工業㈱
02823000881

14

㈱中西商店
02823022770

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
外５ 及び陶磁器くず(ガラスくずに限る)】

破砕【木くず】

外５筆

外１筆

破砕(14.1ｔ/日)
がれき類破砕
(4.06ｔ/日)
木くず破砕(4.03ｔ/
日)
圧縮(2.3ｔ/日)

産業廃棄物中間処理業者一覧（阪神北県民局管内）

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の所在地

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

15

㈱ハリヤ
02823072808

兵庫県伊丹市北野六丁目４番地サントピ
ア伊丹グランディール107号
圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
072-782-9457
圧縮(4ｔ/日)
く)】
兵庫県伊丹市昆陽北１丁目12番 住友電
気工業㈱伊丹製作所内

R3.3.28

16

毎日石油㈱
02823003329

兵庫県三田市沢谷字南山761番地の３
079-563-6298
兵庫県三田市沢谷字南山761番地の３

焼却【汚泥、廃油】
油水分離【廃油】

油水分離(9.6m3/日)
焼却(0.96m3/日)

R3.12.2

17

松室商事㈱
02823023108

大阪府豊中市島江町二丁目５番５号
06-333-9621
兵庫県伊丹市森本８丁目84

破砕【木くず】

破砕(64ｔ/日)

R2.11.30

18

㈲丸岩商店
02823134724

兵庫県三田市志手原丸山942番地１
079-562-6026
兵庫県三田市志手原丸山942番地１
３筆

19

森山建設工業㈱
02823031680

20

柳金属産業㈱
02823132799

許

可

品

目

中間処理方法
中間処理能力

許可期限

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、金属 破砕(4.8ｔ/日)
くず】

R4.5.8

兵庫県伊丹市昆陽南一丁目７番11号
072-777-0757
兵庫県川西市下加茂２丁目37番６

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(320ｔ/日)
除く)】

R3.10.16

兵庫県伊丹市森本八丁目74番地２
072-770-3582
兵庫県伊丹市森本８丁目74番地２

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
圧縮(48ｔ/日)
く)、金属くず】

R2.11.29

外

産業廃棄物中間処理業者一覧（東播磨県民局管内）
住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の所在地

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

1

歩信栄建設㈱
02824021689

兵庫県加古川市野口町水足1473番地の２
079-426-6666
兵庫県加古郡稲美町加古字北新田北1007
番地の31

2

㈱アルファ
02824039363

焼却【木くず】
破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
兵庫県加古川市志方町上冨木512番地の６ く)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴム
くず、ガラスくず・コンクリートくず
079-452-4600
①兵庫県加古郡稲美町下草谷字西大道340 及び陶磁器くず(廃石膏ボードに限る、
石綿含有産業廃棄物を除く)】
番地の55
圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
②兵庫県加古川市志方町大澤字ベク谷
く)、紙くず、繊維くず、金属くず、ガ
1327番31 外２筆
ラスくず・コンクリートくず及び陶磁
器くず(グラスウールに限る、石綿含有
産業廃棄物を除く)】

3

㈱池田
02824018141

兵庫県高砂市高砂町今津町500番地
079-442-2351
兵庫県加古川市平岡町高畑340番地の１

4

㈱エコ阪神
02824148120

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、繊維くず、ゴムくず】
兵庫県加古川市平荘町西山字池新田520番 混合・天日乾燥【燃え殻、汚泥、廃油
(タールピッチ類に限る)、廃プラ(石綿
地の１
含有産業廃棄物を除く)、金属くず、ガ
079-428-3302
ラスくず・コンクリートくず及び陶磁
兵庫県加古川市平荘町西山字池新田520番 器くず(石綿含有産業廃棄物を除く)、
地の１ 外23筆
鉱さい】
焼却【汚泥、廃油、紙くず、木くず、
繊維くず、動植物性残さ】

5

㈱ＭＣエバテック
02824167925

兵庫県尼崎市潮江一丁目２番６号
06-4300-5442
兵庫県加古川市金沢町７番地 関西熱化
学株式会社内

水蒸気賦活再生【汚泥(廃活性炭に限
る)】

6

㈱岡田商事
02824009355

兵庫県加古川市八幡町宗佐字杖ノ上538－
１
0794-38-1191
兵庫県加古川市八幡町宗佐字杖ノ上538－
１ 外５筆

焼却【紙くず、木くず】
破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、金属くず(破砕処理する産業廃棄
物に少量混入される付属部品に限る)、 焼却(4.3ｔ/日)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶 破砕(4.8ｔ/日)
磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除
溶融(160m3/日)
く)】
溶融【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)】

7

オメガオイル㈱
02824012126

兵庫県加古川市加古川町尾上町養田1529
番地の１
079-421-1869
兵庫県加古川市尾上町養田字養田開拓
1529－1 外２筆

油水分離【廃油】
焼却【汚泥、廃油】
エマルジョン燃料化【廃油、廃アルカ
リ】

8

兵庫県加古川市平荘町上原616番地
加古川市環境事業協同組合 079-428-4180
02824083065
兵庫県加古川市平荘町上原字西原溝上595
番８
兵庫県加古川市野口町水足123番地の25
0794-26-6666
兵庫県加古川市野口町水足123－25

許

可

品

目

中間処理方法
中間処理能力

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、ガラ
破砕(5.11ｔ/日)
スくず・コンクリートくず及び陶磁器
くず(廃石膏ボードに限る、石綿含有産 破砕(2.4ｔ/日)
業廃棄物を除く)】

①の場所
焼却(4.8ｔ/日)
破砕(4.46ｔ/日)
破砕(4.808ｔ/日)
圧縮(1,174ｔ/日)
②の場所
破砕(7.2ｔ/日)

圧縮(167.2ｔ/日)
破砕【紙くず】
圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除 破砕(2.94ｔ/日)
く)、紙くず、金属くず】
破砕(449.36ｔ/日)

破砕(4.8ｔ/日)
混合・天日乾燥
(24m3/日)
焼却(0.74t/日)

水蒸気賦活再生
(13.2ｔ/日)

油水分離(10m3/日)
焼却(0.32m3/日)
エマルジョン燃料化
(15m3/日)

許可期限

R2.11.20

R3.4.23

R2.3.23

R6.5.26

R4.9.13

R6.12.25

R2.10.23

堆積発酵【汚泥、廃油(廃食用油に限
る)、廃酸(肥料化可能なものに限る)、
堆積発酵(66.15ｔ/日)
廃アルカリ(肥料化可能なものに限
る)、木くず、動植物性残さ】

R4.7.11

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(800ｔ/日)
除く)】

R4.9.23

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
破砕(5.52ｔ/日)
く)、紙くず、木くず】

R5.11.24

9

加古川リサイクル㈲
02824050438

10

金澤産業㈱
02824005519

11

㈲金田商店
02824110713

兵庫県高砂市竜山二丁目３番24号
079-446-2469
兵庫県高砂市竜山２丁目149－１

破砕【ガラスくず・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
破砕(320ｔ/日)
る、石綿含有産業廃棄物を除く)、がれ
き類(石綿含有産業廃棄物を除く)】

R2.1.10

12

木村工業㈱
02824022071

兵庫県明石市大久保町ゆりのき通一丁目
５番地の17
078-936-3425
兵庫県加古郡播磨町新島16

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴム
くず、金属くず、ガラスくず・コンク
破砕(212.64ｔ/日)
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)、がれき類(石綿含有
産業廃棄物を除く)】

R6.1.31

兵庫県加古郡稲美町加古3869番地
079-435-1661
兵庫県加古郡稲美町加古字見谷3869番
外１筆

更新
手続き中

更新
手続き中

産業廃棄物中間処理業者一覧（東播磨県民局管内）

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の所在地

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

13

㈱木村
02824082807

兵庫県高砂市中筋五丁目20番24号
破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
079-447-3033
破砕(4.8ｔ/日)
く)、金属くず】
兵庫県高砂市中筋５丁目864番１ 他４筆

R6.6.22

14

共栄㈱
02824013346

神戸市中央区栄町通２丁目３番９号共栄
ビル
078-321-2121
兵庫県加古川市野口町長砂834の１

圧縮・切断【廃プラ(石綿含有産業廃棄
物を除く)、金属くず、ガラスくず・コ 圧縮(200ｔ/日)
ンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含 切断(270ｔ/日)
有産業廃棄物を除く)】

R6.2.12

15

㈲興永商事
02824022200

兵庫県加古郡稲美町加古3175番地の13
079-492-2434
兵庫県加古郡稲美町加古3175番地の13

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
破砕(3.2ｔ/日)
く)】

R7.1.31

16

㈱ジプテック
02824057519

東京都千代田区神田淡路町二丁目８番地
03-3562-4051
兵庫県高砂市高砂町字向島町1474番23

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石膏ボード廃材に限
る、石綿含有産業廃棄物を除く)】

R6.3.14

17

正栄建設㈱
02824018545

兵庫県加古川市尾上町安田331－１
079-421-7500
兵庫県加古郡播磨町新島24番地

破砕・選別【ガラスくず・コンクリー
トくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃
破砕(320ｔ/日)
棄物を除く)、がれき類(石綿含有産業
廃棄物を除く)】

R6.10.18

18

翔飛工業㈱
02824149914

兵庫県加古川市八幡町上西条1052番２
079-438-3777
兵庫県加古川市八幡町上西条1052番２
外１筆

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(瓦くず及びその付着物
に限る、石綿含有産業廃棄物を除く)、 破砕(4.48ｔ/日)
がれき類(瓦くず及びその付着物に限
る、石綿含有産業廃棄物を除く)】

R4.12.24

19

昌平㈱
02824165600

兵庫県尼崎市道意町六丁目49番地
06-6416-5665
兵庫県加古郡播磨町新島17－５ 外１筆

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
破砕(40ｔ/日)
及び陶磁器くず(ガラスくずに限る、石
破砕(40.8ｔ/日)
綿含有産業廃棄物を除く)】

R4.5.21

20

㈱神明解体工業
02824058926

兵庫県神戸市西区平野町中津字牛飼場
1338番地の56
078-961-4624
兵庫県加古川市尾上町養田字養田開拓
1501番１ 外１筆

圧縮【廃プラ※、金属くず※、ガラス
くず・コンクリートくず及び陶磁器く
ず※
※廃自動車（自Ｒ法第２条第１項に規
定する自動車を除く）に限る】

R4.2.27

21

㈲鈴木商店
02824043706

兵庫県加古郡稲美町国安1280番地の３
079-492-1655
兵庫県加古郡稲美町国安1280－１ 外４
筆

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
破砕(1ｔ/日)
く)、金属くず】

R1.9.7

22

多木建材㈱
02824060083

兵庫県加古川市別府町緑町２番地
0794-37-7111
兵庫県加古郡播磨町宮西２丁目198－２

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石膏ボード廃材に限
る、石綿含有産業廃棄物を除く)】

R6.3.14

23

内藤金属㈱
02824022755

兵庫県高砂市梅井三丁目24番１号
079-448-0238
兵庫県高砂市梅井町３丁目351番１
筆

中谷建材㈱
02824022768

兵庫県高砂市梅井五丁目２番10号
079-447-4111
①兵庫県高砂市梅井五丁目２番10号
②兵庫県高砂市曽根町新開2945－１
１筆

25

日清鋼業㈱
02824000641

神戸市中央区脇浜町二丁目11番14号
078-231-3451
兵庫県高砂市荒井町新浜２丁目2760番の
２

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
破砕(396ｔ/日)
除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物
を除く)】

R6.1.27

26

㈱平本商店
02824022516

兵庫県神戸市兵庫区三川口町一丁目４番
６号
078-652-1743
兵庫県加古郡稲美町野谷字中割460－４、
460－５

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、木くず、金属くず、ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿 圧縮(48ｔ/日)
含有産業廃棄物を除く)、がれき類(石
綿含有産業廃棄物を除く)】

R3.3.29

27

㈲平康商会
02824047226

兵庫県姫路市飾磨区中島三丁目346番地
079-235-3035
兵庫県加古川市志方町西牧字荒神谷北
1106番１

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、金属くず、ガラスくず・コンク
圧縮(45.1ｔ/日)
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)】

R4.4.30

24

許

可

品

目

中間処理方法
中間処理能力

破砕(100ｔ/日)

圧縮(60ｔ/日)

破砕(100ｔ/日)

圧縮・切断【廃プラ(石綿含有産業廃棄
物を除く)、金属くず、ガラスくず・コ
ンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含 圧縮・切断(216ｔ/日)
外17 有産業廃棄物を除く)、がれき類(石綿
含有産業廃棄物を除く)】

外

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物
を除く)】
溶融【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
除く)】

①の場所
破砕(525.6ｔ/日)
②の場所
破砕(348ｔ/日)
溶融(360ｔ/日)

許可期限

R3.6.27

R6.11.5

更新
手続き中

産業廃棄物中間処理業者一覧（東播磨県民局管内）
住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の所在地

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

28

㈱藤井商店
02824133122

兵庫県神戸市西区櫨谷町福谷88番地の３
078-991-0415
破砕・撹拌・混合【動植物性残さ】
兵庫県加古郡稲美町下草谷字西北野378番
地84

29

㈱マツオカ
02824062026

兵庫県加古郡稲美町加古字池ノ内中495番
地８
079-495-2928
①兵庫県加古郡稲美町加古619番１ 外１
筆
②兵庫県加古郡稲美町加古字池ノ内中495
番地８

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、金属くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産 圧縮(120ｔ/日)
業廃棄物を除く)】
圧縮・切断
圧縮・切断【廃プラ(石綿含有産業廃棄
物を除く)、金属くず、ガラスくず・コ (187.52t/日)
ンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含
有産業廃棄物を除く)】

R7.1.31

30

マツバ商事㈱
02824023104

兵庫県高砂市高砂町向島町1474番地の34
079-443-5656
兵庫県高砂市高砂町南材木町43番地

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
破砕(100ｔ/日)
除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物
を除く)】

R7.1.31

31

松本砕石㈱
02824066300

兵庫県加古川市志方町細工所1130番地の
24
079-452-0777
兵庫県加古川市志方町細工所字門ド垣内
1129番地７ 外２筆

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(コンクリートくず及び
レンガに限る、石綿含有産業廃棄物を 破砕(1,904ｔ/日)
除く)、がれき類(アスファルト破片及
び石綿含有産業廃棄物を除く)】

R1.12.6

三輪運輸工業㈱
02824017605

兵庫県神戸市中央区脇浜町二丁目１番16
号
078-251-5001
兵庫県加古川市金沢町１番地㈱神戸製鋼
所加古川製鉄所内

焼却【汚泥、廃油、廃プラ(石綿含有産
業廃棄物を除く)、紙くず、木くず、繊
維くず、動植物性残さ、ゴムくず】
破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)】

32

許

可

品

目

33

吉田実業㈱
02824010147

焼却【紙くず、木くず】
選別・破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄
物を除く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず、金属くず(破砕処理につ
いては、破砕処理する産業廃棄物に混
入される付属部品に限る)、ガラスく
兵庫県神戸市西区福吉台二丁目８番地の ず・コンクリートくず及び陶磁器くず
13
(破砕処理については、石膏ボード、グ
ラスウールに限る、石綿含有産業廃棄
078-967-2205
兵庫県加古川市上荘町見土呂字丸山854番 物を除く)、がれき類(破砕処理につい
ては、グラスウールに限る、石綿含有
40 外12筆
産業廃棄物を除く)】
圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、繊維くず、金属くず、ガ
ラスくず・コンクリートくず及び陶磁
器くず(グラスウールに限る、石綿含有
産業廃棄物を除く)】

34

ワイメタル㈱
02824154528

兵庫県神戸市灘区下河原通一丁目２番５
号
078-881-0133
兵庫県加古郡稲美町中村1216番

中間処理方法
中間処理能力

破砕・撹拌・混合
(56ｔ/日)

許可期限

H31.4.12

焼却(26.4ｔ/日)
焼却(13.2m3/日)
破砕(48t/日)
焼却(16.8t/日)
焼却(27.6t/日)

R2.8.10

焼却(4.8ｔ/日)
破砕(43.4ｔ/日)
破砕(4.32ｔ/日)
選別(592.30ｔ/日)
圧縮(1,768.0ｔ/日)

R8.1.27

破砕・選別【廃プラ(石綿含有産業廃棄
物を除く)、金属くず、ガラスくず・コ
ンクリートくず及び陶磁器くず(電気製 破砕(17.6ｔ/日)
品くずに限る、石綿含有産業廃棄物を
除く)】

R2.6.6

更新
手続き中

更新
手続き中

産業廃棄物中間処理業者一覧（北播磨県民局管内）

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の設置場所

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

1

㈲アールシー吉川
02825131388

兵庫県三木市吉川町福吉字馬堀354
0794-72-1250
兵庫県三木市吉川町福吉字馬堀354
１筆

2

㈲アルミック徳原
02825054309

兵庫県西脇市大野150番地の１
0795-23-8853
①兵庫県西脇市大野163番地の１ 他４筆
②兵庫県丹波市氷上町横田25－１
③兵庫県西脇市大野150番地の１

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、金属くず】
圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、金属くず】

3

㈲井上鉱油
02825082819

兵庫県小野市葉多町826番地の６
0794-62-6829
兵庫県小野市葉多町826番地６ 外２筆

油水分離・ろ過【廃油(消防法に定める 油水分離(7.14m /日)
第３石油類、第４石油類に限る)】
油水分離(2.1m3/日)

R4.1.31

4

梅田金属㈱
02825049172

兵庫県加西市北条町北条871番地の１
0790-42-4076
兵庫県加西市北条町横尾字西川向374－
２ 外３筆

圧縮・切断【廃プラ(石綿含有産業廃棄
圧縮(88ｔ/日)
物を除く)、金属くず、ガラスくず・コ
圧縮・切断(34.3ｔ/
ンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含
日)
有産業廃棄物を除く)】

R5.3.16

5

6

許

外

兵庫県加西市網引町2001番地の54
エコフィード循環事業協同
0790-49-9880
組合
兵庫県加西市網引町字丸山2001番54
02825144662
西南産業団地３－Ｃ号地

㈲エコリサイクル
02825057761

可

品

目

中間処理方法
中間処理能力

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(320ｔ/日)
除く)】

許可期限

R3.11.26

①の場所
圧縮(165.28ｔ/日)
②の場所
圧縮(140.8ｔ/日)
③の場所
破砕(3.6ｔ/日)

R4.11.28

3

乾燥【汚泥(食料品に限る)、廃酸(食料
品に限る)、廃アルカリ(食料品に限
飼料化(40ｔ/日)

加 る)、動植物性残さ】

R5.9.15

兵庫県西脇市高松町字横山633番地81
0795-23-5985
兵庫県西脇市高松町字横山633番地81

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
廃プラ破砕(4.8ｔ/日)
く)、紙くず、木くず、繊維くず】

木くず破砕(4.8ｔ/日)
R3.3.29

兵庫県三木市加佐875番地
0794-83-6838
兵庫県三木市加佐字宮ノ本875番地
３筆

乾燥・破砕・選別【ガラスくず・コン
クリートくず及び陶磁器くず(歯科技工 破砕(3ｔ/日)
所、歯科診療所、一般病院及び歯科材 選別(4ｔ/日)
料製造業で発生する石膏で金属を含有 乾燥(1.032m3/日)
する物に限る)】

R6.12.21

破砕(24ｔ/日)

7

㈲エフ・エス・シー
02825055539

8

大林道路㈱
02825007506

東京都千代田区猿楽町二丁目８番８号
03-3618-6500
兵庫県加東市小沢字東家地380番１ 外
２筆

9

岡正林業㈱
02825062721

10

加西砕石㈱
02825032103

外

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物
を除く)】
破砕・溶融【がれき類(石綿含有産業廃
棄物を除く)】

破砕(320ｔ/日)
破砕(600ｔ/日)
溶融(320ｔ/日)
溶融(600ｔ/日)

R2.9.2

兵庫県西脇市上比延町243番地の３の１
0795-22-5713
破砕【木くず】
兵庫県多可郡多可町中区東安田字西北山
708番19

木くず破砕(3.36ｔ/
日)

R3.12.5

兵庫県加西市山下町2354番地の12
0790-46-0316
兵庫県加西市山下町字ギボシ2354番地の
12 外２筆

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物
を除く）、鉱さい(無害に限る)、がれ
き類（石綿含有産業廃棄物を除く）】

破砕(800ｔ/日)

R2.7.17

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物 破砕(400ｔ/日)
を除く)】
溶融(240ｔ/日)
破砕・溶融【がれき類(石綿含有産業廃
棄物を除く)】

R4.12.13

R4.4.12

11

片岡建材建設㈱
02825027347

兵庫県姫路市飾磨区思案橋90番地の３
079-234-4112
兵庫県小野市樫山町字向山1456－132
外５筆

12

㈱河合建設
02825014980

兵庫県小野市本町587番地
0794-67-1854
兵庫県小野市脇本町字小谷口194の５

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず（コンクリート２次製
品に限る、石綿含有産業廃棄物を除
く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を
除く)】

13

㈲小屋自動車工業
02825059448

神戸市垂水区西舞子四丁目27番15号
078-961-3929
兵庫県三木市別所町下石野字相野中1399
番１ 外１筆

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、金属くず(廃自動車に限る)、ガラ
スくず・コンクリートくず及び陶磁器 圧縮(48ｔ/日)
くず((石綿含有産業廃棄物を除く、廃
自動車に限る)】

R3.3.29

14

三幸開発㈱
02825028876

兵庫県小野市片山町1076番地の１
0794-62-2705
兵庫県小野市下来住町字知子谷667番地
の８

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(コンクリート２次製品
破砕(1,600ｔ/日)
に限る)、がれき類(石綿含有産業廃棄
物を除く)】

R4.4.3

破砕(320ｔ/日)

産業廃棄物中間処理業者一覧（北播磨県民局管内）

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の設置場所

㈱清水環境産業
02825023212

兵庫県多可郡多可町中区牧野809番地の
１
0795-32-3925
①兵庫県多可郡多可町中区牧野字坂ノ下
272番18 外４筆
②兵庫県多可郡多可町中区牧野字坂ノ下
272番20 外１筆

破砕【木くず、ガラスくず・コンク
破砕(960ｔ/日)
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
②の場所
業廃棄物を除く)、がれき類(石綿含有
木くず破砕
産業廃棄物を除く)】

R3.4.25

兵庫県西脇市黒田庄町石原1474番地の48
0795-28-4600
兵庫県西脇市黒田庄町石原字柳原1474番
28 外53筆

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物
を除く）、がれき類（石綿含有産業廃
棄物を除く）】

R3.6.17

15

16

17

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

㈱シビルクリエイト
02845018829

白石

兵庫県西脇市野村町1798番地の９
万作（カメオ砕石）
0795-44-0206
02845022349
兵庫県加東市上久米1763番74

許

可

品

目

中間処理方法
中間処理能力

許可期限

①の場所

(18.88t/日）

破砕(720ｔ/日)

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(1,200ｔ/日)
除く)】

R3.9.5

18

㈱新生興業
02825009101

兵庫県姫路市飾磨区構1111番地
079-233-5353
兵庫県加西市鎮岩町瑞ヶ谷699番地の７

破砕・溶融【がれき類(石綿含有産業廃 破砕(480ｔ/日)
棄物を除く)】
溶融(360ｔ/日)

R5.7.7

19

㈱シンノウ
02825022470

兵庫県明石市二見町西二見1622番地の１
078-943-3967
兵庫県三木市別所町花尻字道付野631番
外３筆

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、金属くず、ガラスくず・コンク
圧縮(117.6ｔ/日)
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)】

R2.12.3

20

大栄環境㈱
02845003203

焼却【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、動植
物性残さ、ゴムくず】
脱水【汚泥(無機性のものに限る)】
乾燥【汚泥(無機性のものに限る)】
圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、繊維くず】
大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番 再生【汚泥(無機性のものに限る)】
堆積発酵【汚泥(食品廃棄物に係るもの
28号
に限る)、廃油(食品廃棄物に係るもの
0725-54-3061
に限る)、廃酸(食品廃棄物に係るもの
①兵庫県三木市口吉川町吉祥寺谷124－ に限る)、廃アルカリ(食品廃棄物に係
７
るものに限る)、木くず、動植物性残
②兵庫県三木市口吉川町里脇字八幡谷
さ】
601番10 外８筆
破砕・選別【廃プラ(石綿含有産業廃棄
物を除く)、紙くず、木くず、繊維く
ず、ゴムくず、金属くず、ガラスく
ず・コンクリートくず及び陶磁器くず
(石綿含有産業廃棄物を除く)、がれき
類(石綿含有産業廃棄物を除く)】
圧縮成型【廃プラ(石綿含有産業廃棄物
を除く)、紙くず、木くず、繊維くず】

①の場所
破砕(1,077ｔ/日)
破砕(327.672ｔ/日)
破砕(1,383.06ｔ/日)
破砕(75ｔ/日)
再生(880m3/日)
圧縮(15ｔ/日)
圧縮成型(75ｔ/日)
焼却(75ｔ/日)
焼却(75ｔ/日)
破砕(6,670.5ｔ/日)
乾燥(100.8m3/日)
破砕(341.25ｔ/日)
脱水(143m3/日)
破砕(268.35ｔ/日)
破砕(151.5ｔ/日)
破砕(120.15ｔ/日)
破砕(75.9ｔ/日)
破砕(636ｔ/日)
②の場所
堆積発酵(56.6ｔ/日)

R6.6.17

21

高砂飼料工業㈱
02825100763

兵庫県高砂市荒井町御旅２丁目１番17号
飼料等に利用【動植物性残さ】
0794-42-2405
兵庫県加西市倉谷町字芋畦122番地

乾燥(27ｔ/日)
乾燥(9ｔ/日)

R5.5.20

22

㈱多田自動車商会
02825061701

兵庫県神戸市西区神出町田井26番地の１
0794-83-0162
兵庫県三木市福井字鶯谷2266番地 外６
筆

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、金属くず、ガラスくず・コンク
圧縮(35.4ｔ/日)
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)】

R4.7.1

23

㈱千鳥建設
02825022981

兵庫県加東市上鴨川1061番地523
0795-45-1110
兵庫県加東市上鴨川北山の北1061番527

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(880ｔ/日)
除く)】
炭化(2ｔ/日)
炭化【木くず】

R1.11.25

㈱寺根商店
02825022642

兵庫県西脇市日野町131番地
0795-22-1741
①兵庫県多可郡多可町中区中安田字西北
山767番地71 外２筆
②兵庫県西脇市日野町字タノカイチ129
番１ 外５筆

焼却【紙くず、木くず】
破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、木くず】
圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、金属くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)】
減容化【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を
除く)】

R4.2.25

兵庫県加西市鶉野町2207番地
0790-49-2468
兵庫県加西市鶉野町2207番地

破砕【金属くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産 破砕(49.2ｔ/日)
業廃棄物を除く)】
破砕(49.2ｔ/日)
研磨【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を 研磨(72ｔ/日)
除く)】

24

25

㈲東洋カレット商会
02825103735

①の場所
焼却(1.5ｔ/日)
破砕(4.8ｔ/日)
減容化(0.4ｔ/日)
②の場所
圧縮(28.8ｔ/日)

R5.6.15

更新
手続き中

産業廃棄物中間処理業者一覧（北播磨県民局管内）

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

26

㈱徳原
02825076109

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の設置場所

兵庫県三木市鳥町886番地の58
0794-82-5756
兵庫県三木市鳥町886番地の47

許

外２筆

可

品

目

中間処理方法
中間処理能力

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
圧縮(104ｔ/日)
く)、紙くず、金属くず】

破砕【紙くず（石膏ボード廃材に限
る）、木くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除き、石膏ボード廃材に限
外 る)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を
除く)】
切断・選別【廃プラ(石綿含有産業廃棄
物を除く)、金属くず】

がれき破砕(344.8ｔ/
日)
切断・選別(2.63ｔ/
日)
木くず破砕(4.48ｔ/
日)
破砕(4.8ｔ/日)

27

㈱西畑土建
02825099329

兵庫県三木市福井2093番地の27
0794-83-4153
兵庫県小野市船木町字南山875番132
２筆

28

㈲西脇環境センター
02825162008

兵庫県西脇市和田町234番地の２
0795-22-2345
兵庫県西脇市住吉町字一ノセ１番114

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴム
くず、金属くず、ガラスくず・コンク
破砕(4.912ｔ/日)
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)、がれき類(石綿含有
産業廃棄物を除く)】

29

一組兵庫㈱
02825144143

兵庫県西脇市西脇880番地の２
0794-23-3944
兵庫県西脇市黒田庄町西澤160番
筆

破砕【木くず、ガラスくず・コンク
破砕(400ｔ/日)
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
木くず破砕(20.3ｔ/
業廃棄物を除く)、がれき類(石綿含有
日)
産業廃棄物を除く)】

外３

破砕・選別【廃プラ(石綿含有産業廃棄
物を除く)、金属くず、ガラスくず・コ
ンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含
有産業廃棄物を除く)】
圧縮造粒【廃プラ(石綿含有産業廃棄物
を除く)】

パナソニックエコテクノロ 兵庫県加東市佐保50番地
30
ジーセンター㈱
0795-42-8570
02825105802
兵庫県加東市佐保50番地

破砕(192ｔ/日)
破砕(120ｔ/日)
破砕(16.8ｔ/日)
破砕(16.8ｔ/日)
破砕(48ｔ/日)
破砕(9.12ｔ/日)
破砕(12.8ｔ/日)
破砕(12.8ｔ/日)
破砕(7.3ｔ/日)
圧縮造粒(18ｔ/日)

許可期限

R4.7.1

R2.11.4

R6.9.8

R3.12.26

R5.10.8

31

福田道路㈱
02825012565

新潟県新潟市中央区川岸町一丁目53番地
１
025-231-1211
兵庫県小野市菅田町字南野739番154 外
５筆

破砕・溶融【がれき類(石綿含有産業廃
棄物を除く)】
破砕(480ｔ/日)
破砕【ガラスくず・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 溶融(480ｔ/日)
る)】

32

㈱福田組
02825074929

兵庫県三木市吉川町吉安1157番地１
0794-72-0032
兵庫県三木市吉川町吉安1104番地２

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(4ｔ/日)
除く)】

R6.2.5

33

フジイ環境整備株式会社

兵庫県加東市吉馬1840番2
0795－42－4773
兵庫県加東市吉馬1840番１

生物処理脱水【汚泥(油分を含む。水銀 生物処理(40.7m3/日)
含有ばいじん等を除く。)】
脱水(8m3/日)

R5.8.26

兵庫県三木市口吉川町南畑849番地の１
0794-68-9024
兵庫県三木市口吉川町南畑字南山849番
地の１

破砕【木くず】
堆積発酵【汚泥(肥料化可能なものに限
る)、廃油(廃食用油であって、肥料化
可能なものに限る)、廃酸(肥料化可能
なものに限る)、廃アルカリ(肥料化可 堆積発酵(36ｔ/日)
能なものに限る)、紙くず(肥料化可能 破砕(2.26ｔ/日)
なものに限る)、木くず(肥料化可能な
ものに限る)、動植物性残さ(肥料化可
能なものに限る)、動物のふん尿(肥料
化可能なものに限る)】

R3.8.7

破砕【木くず】

外１筆

34

三木バイオテック㈱
02825184359

35

㈱宮下木材
02825084243

兵庫県加東市新定315番地
0795-46-1145
兵庫県加東市新定315番地

36

㈱裕商事
02825023350

兵庫県三木市別所町高木622番地の１
0794-82-9827
破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(384ｔ/日)
兵庫県三木市志染町三津田字熊ヶ谷1496 除く)】
番地32 外２筆

37

㈲ユニテック
02825014081

兵庫県三木市大塚二丁目358番地１
0794-83-7369
兵庫県三木市別所町東這田字フトノ722
番地69 外６筆

焼却【紙くず、木くず、繊維くず】
破砕【木くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)、がれき類(石綿含有
産業廃棄物を除く)】

破砕(2ｔ/日)

がれき類破砕
(240ｔ/日)
焼却(4.8ｔ/日)
木くず破砕(4.8ｔ/日)
破砕(4.8ｔ/日)

R5.10.24

R4.4.16

R4.6.7

R2.9.27

産業廃棄物中間処理業者一覧（北播磨県民局管内）

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の設置場所

38

ロイヤルオートパーツ㈱
02825064138

神戸市東灘区住吉山手九丁目２番23号
0794-83-6755
兵庫県三木市別所町興治字前山724番141
外７筆

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

許

可

品

目

中間処理方法
中間処理能力

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、金属くず、ガラスくず・コンク
圧縮(72ｔ/日)
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)】

許可期限

R6.9.7

産業廃棄物中間処理業者一覧（西播磨県民局管内）

No

1

2

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の所在地

許

兵庫県赤穂市加里屋1250番地１
㈱赤穂リサイクルセンター 0791-22-2519
02826197188
兵庫県赤穂市加里屋字西沖1250番地の１
外９筆

㈱イガキ
02826021712

3

㈱イボキン
02846021745

4

エビスガラス株式会社
02826201786

5

㈱大給組
02826021839

6

株式会社金沢商店
02826203381

7

株式会社金海興業
02826058486

8

㈱神崎リサイクル
02826190417

9

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

兵庫県宍粟市山崎町千本屋290番地１
0791-52-4071
兵庫県宍粟市山崎町千本屋字女藪291－
１ 外２筆

兵庫県たつの市揖保川町正條379番地
0791-72-3531
①兵庫県たつの市揖保川町正條字永崎
379番地１
②兵庫県たつの市揖保町揖保中字柳280
番 外５筆

可

品

目

中間処理方法
中間処理能力

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(320ｔ/日)
除く)】
圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除 圧縮(33.6ｔ/日)
く)、金属くず】

R4.8.31

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(320ｔ/日)
除く)】

R2.5.13

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴム
くず、金属くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)、鉱さい、がれき類
(石綿含有産業廃棄物を除く)】
圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、繊維くず、金属くず、ガ
ラスくず・コンクリートくず及び陶磁
器くず(石綿含有産業廃棄物を除く)】
切断【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴム
くず、金属くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)】

R3.12.23

①の場所
破砕(23ｔ/日)
破砕(64ｔ/日)
圧縮(89ｔ/日)
切断(28ｔ/日)
圧縮(43.2ｔ/日)
圧縮(65.6ｔ/日)
木くず破砕(63ｔ/日)
②の場所
圧縮(30.08ｔ/日)

兵庫県宍粟市山崎町五十波228番8号
0790－62－9788
兵庫県宍粟市山崎町五十波字塚林228番
13 外12筆

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除 圧縮(4.056ｔ/日)
く)、金属くず】
圧縮(3.2ｔ/日)

兵庫県姫路市林田町下構12番地
0792-61-3052
兵庫県たつの市神岡町東觜崎字河原719
番１ 外２筆

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(480ｔ/日)
除く)】

兵庫県宍粟市山崎町野々上408番地1
0790－63－1013
兵庫県宍粟市山崎町野々上408番地1
２筆

圧縮(24.0ｔ/日)
R5.7.3

圧縮(3.2ｔ/日)

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く。)、紙くず、木くず、繊維くず、金 圧縮(176ｔ/日)

外 属くず)】

兵庫県相生市緑ヶ丘１丁目14番５号
0791-22-3381
兵庫県相生市竜泉町315番１ 外８筆

許可期限

R6.11.13

R5.11.27

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(368ｔ/日)
除く)】

R6.4.10

兵庫県神崎郡市川町屋形880番地
0790-28-1818
破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(320ｔ/日)
兵庫県神崎郡市川町屋形字下モ山1069番 除く)】
外９筆

R3.7.27

㈱岸本建材運輸
02826022043

兵庫県宍粟市一宮町安積1363番地の１
0790-72-0680
兵庫県宍粟市一宮町倉床字芋有根379番
地の１

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(264ｔ/日)
除く)】

R2.12.6

10

㈲吉将
02826174414

兵庫県たつの市新宮町北村358番地
旧兵庫県姫路市四郷町東阿保1069番地２
079-223-7522
兵庫県たつの市新宮町北村字嶽下360番
外３筆

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
除く)、鉱さい(水銀含有ばいじん等を 破砕(224ｔ/日)
除く)がれき類(石綿含有産業廃棄物を
除く)】

R5.11.24

11

喜楽鉱業㈱
02822004194

滋賀県湖南市石部口二丁目７番33号
0748-77-4689
兵庫県神崎郡神河町山田字中川原754番
１

中和【廃酸、廃アルカリ】
油水分離【廃油】
沈殿分離【汚泥】

12

株式会社クリーン赤穂
02846203656

兵庫県相生市千尋町21番42号
0791-56-6626
兵庫県赤穂市高野字中ノ谷1番72
筆

焼却【木くず】
破砕(4.29ｔ/日)
破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
焼却(1.52ｔ/日)
く)、木くず】

R5.10.1

13

㈲クリーン山田
02822012575

兵庫県姫路市船津町4177番地の１
079-232-5535
兵庫県神崎郡福崎町南田原972－４

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
破砕(3.76ｔ/日)
く)】

R5.12.17

14

㈱コウエイ
02826022197

兵庫県たつの市新宮町大屋409番地の２
0791-75-2505
兵庫県たつの市新宮町大屋409番地の２

破砕【木くず】

外５

油水分離(64m3/日)
沈殿分離(45m3/日)
中和(39m3/日)

破砕(92.4ｔ/日)
破砕(82.72ｔ/日)

R3.9.7

R3.2.22

産業廃棄物中間処理業者一覧（西播磨県民局管内）

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の所在地

許

可

品

目

中間処理方法
中間処理能力

油水分離【廃油(塩素系を除く)、廃ア
ルカリ(廃油を含むものに限る)】
3
沈殿分離【汚泥(廃油(塩素系を除く)を 油水分離(56m /日)
含むものに限る)、廃油(塩素系を除
沈殿分離(50m3/日)
く)、廃アルカリ(廃油を含むものに限
る)】

許可期限

15

㈱サンエム
02826049927

兵庫県宍粟市山崎町田井631番地の１
0790-62-1996
兵庫県宍粟市山崎町田井字森谷631番地
の１

16

山陽建設工業㈱
02826022269

兵庫県たつの市誉田町片吹73番地の２
0791-67-1122
兵庫県たつの市揖保町揖保中字柳原347
番 外２筆

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(320ｔ/日)
除く)】

R2.12.24

17

㈱霜野組
02826022344

兵庫県赤穂市中広島田176番地の１
0791-43-1030
兵庫県赤穂市折方字黒崎1495の２

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物
破砕(400ｔ/日)
を除く）、がれき類(石綿含有産業廃棄
物を除く)】

R2.11.30

18

㈲昭和商会
02826075875

兵庫県宍粟市波賀町有賀10番地
0790-75-2003
兵庫県宍粟市波賀町安賀字坂本655番１
外４筆

油水分離【廃油】

19

昭和瀝青工業㈱
02826022328

兵庫県姫路市北条口四丁目26番地
079-226-2614
兵庫県揖保郡太子町原字白毛30－１
８筆

破砕(904ｔ/日)
混合【ばいじん】
破砕・溶融【がれき類(石綿含有産業廃 溶融(480ｔ/日)

外 棄物を除く)】

東京都千代田区六番町６番地28
03-3296-9600
赤穂市折方字中水尾1513番地 外６筆

油水分離(9.6m3/日)

焼却【燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃
アルカリ、廃プラ(石綿含有産業廃棄物
を除く)、紙くず、木くず、繊維くず、
動植物性残さ、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず、鉱さい、
がれき類(石綿含有産業廃棄物を除
く)、ばいじん】
破砕【廃プラ(焼却の前処理破砕に限
る、石綿含有産業廃棄物を除く)、木く
ず】

R6.8.9

R3.5.14

R3.2.27

混合(14.4ｔ/日)

焼却
(燃料系391ｔ/日、原
料系1,296ｔ/日)
焼却
(燃料系639ｔ/日、原
料系2,114ｔ/日)
廃プラ破砕(4.8ｔ/日)
木くず破砕(100ｔ/日)
廃プラ破砕(78ｔ/日)

20

住友大阪セメント㈱
02826000557

21

㈱石樹園
02826071004

兵庫県相生市赤坂一丁目２番19号
破砕【木くず(建設工事に伴い生じた伐
0791-24-7890
破砕(4.8ｔ/日)
採木に限る)】
兵庫県相生市陸字ナル811－182 外１筆

22

㈱ダイセル
02826006619

大阪府大阪市北区大深町３番１号
06-6342-6111
兵庫県たつの市揖保川町馬場805

高温分解【汚泥(エアバッグに係る廃イ
ンフレータ及び廃イニシエータに限
る)、金属くず(エアバッグに係る廃イ 高温分解(6.192ｔ/日)
ンフレータ及び廃イニシエータに限
る)】

R3.10.17

23

㈱ＤＡＩＤＯ
02826022622

兵庫県たつの市龍野町大道363番地の１
0791-63-2501
兵庫県たつの市龍野町大道字安原瀬363
番１ 外18筆

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(コンクリートくず及び
陶磁器くずに限る、石綿含有産業廃棄 破砕(640ｔ/日)
物を除く)、鉱さい(無害に限る)、がれ
き類(石綿含有産業廃棄物を除く)】

R6.12.6

24

太陽鉱工㈱
02826028879

神戸市中央区磯辺通一丁目１番39号
078-231-3700
焙焼・固液分離・イオン交換【汚泥】
兵庫県赤穂市中広字東沖1603番１ 外19
筆

25

㈱高橋商店
02826058366

兵庫県相生市那波野220番地
0791-22-8555
兵庫県相生市那波野字東中ノ坪220番
外３筆

圧縮、切断【廃プラ廃アルカリ(石綿含
有産業廃棄物を除く)、金属くず、ガラ 圧縮(40ｔ/日)
スくず・コンクリートくず及び陶磁器 切断(112ｔ/日)
くず(石綿含有産業廃棄物を除く)】

R3.9.26

26

龍野コルク工業㈱
02826100764

兵庫県たつの市龍野町島田321番地
0791-63-1301
兵庫県たつの市龍野町島田321番地

減容化【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を 減容破砕(0.4ｔ/日)
除く)】
熱減容化(0.48ｔ/日)

R6.10.7

27

千種建設㈱
02826022623

兵庫県赤穂市中広1245番地の７
0791-43-3831
兵庫県赤穂市中広1675番地 外３筆

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
破砕(300ｔ/日)
除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物
を除く)】

R4.10.24

28

中国開発㈱
02822055861

兵庫県神崎郡市川町浅野503番地
0790-28-0161
①兵庫県神崎郡市川町浅野503番地
②兵庫県神崎郡市川町浅野501番地
③兵庫県神崎郡市川町浅野506番地

破砕【木くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)、がれき類(石綿含有
産業廃棄物を除く)】

外３筆
外１筆
外１筆

ばい焼(7.2ｔ/日)
ばい焼(7.2ｔ/日)
ばい焼(6.72ｔ/日)
ばい焼(7.2ｔ/日)
分離・精製
(28.32ｔ/日)

がれき類破砕
(640ｔ/日)
木くず破砕(311ｔ/日)
木くず破砕(264ｔ/日)

R6.4.22

R2.8.9

R5.7.6

R5.9.15

産業廃棄物中間処理業者一覧（西播磨県民局管内）

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

29

㈱西川健商店
02826022803

30

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の所在地

中間処理方法
中間処理能力

許可期限

兵庫県たつの市神岡町北横内41番１号
0791-65-9051
兵庫県たつの市神岡町沢田1092番１

圧縮・切断【金属くず】
破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除 圧縮・切断(4.78ｔ/
く)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴム
日)
くず、ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を 破砕(12.33ｔ/日)
除く)】

R5.6.12

(株)西播磨環境
02826205901

兵庫県たつの市龍野町大道574番地
0791-63ｰ3810
兵庫県たつの市龍野町大道字新開574番
地

破砕【廃プラ（石綿含有産業廃棄物を
除く）、木くず】

31

播磨土建工業㈱
02826022935

兵庫県赤穂郡上郡町上郡370番地
0791-52-0072
破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(320ｔ/日)
兵庫県赤穂郡上郡町岩木字タンノモト甲 除く)】
62番地 外３筆

R2.6.17

32

㈱フジケン
02822049294

兵庫県神崎郡市川町下瀬加1436番地
0790-27-0365
破砕【木くず】
兵庫県神崎郡市川町下瀬加字宮西弐1864
番11

R5.4.20

33

船曳土木興業㈱
02826023012

34

㈲プラシカル・ユーズ
02826127008

35

㈲光森
02826084889

36

㈱安岡建設
02826023307

37

㈱横山サポートテック
02826003435

38

ライフォス㈱
02826080948

許

可

品

目

木くず破砕(25.0ｔ/
日)
廃プラ破砕(4.8ｔ/日)

破砕(68.0ｔ/日)

R6.4.25

兵庫県佐用郡佐用町円応寺494番地の18
0790-82-2938
兵庫県佐用郡佐用町佐用字大山谷3280番
45

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
破砕(400ｔ/日)
除く)、鉱さい、がれき類(石綿含有産
業廃棄物を除く)】

R2.10.23

兵庫県宍粟市山崎町千本屋121番地
0790-62-2791
兵庫県宍粟市山崎町千本屋133番１
６筆

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
圧縮(20.88ｔ/日)
く)、金属くず】

R3.7.27

兵庫県宍粟市山崎町青木1818番地
0790-62-9541
兵庫県宍粟市山崎町青木字中ノ坪297番
１ 外５筆

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、金属 圧縮(120ｔ/日)
くず】

R5.6.24

兵庫県佐用郡佐用町佐用3513番地の１
0790-82-2319
佐用郡佐用町下徳久字佐用坂1277－１

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(280ｔ/日)
除く)】

R3.9.24

兵庫県赤穂市中広1370番地の１
0791-43-5328
兵庫県赤穂市中広1367番地の１

外

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴム
くず、金属くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず、がれき類 破砕(14.96ｔ/日)
(石綿含有産業廃棄物を除く)】
熱減容化(0.186ｔ/日)
外４筆 圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除 圧縮(89.6ｔ/日)
く)、紙くず】
減容化【廃プラ(発泡スチロールに限
る)】

岡山県岡山市北区神田町二丁目１番25号
086-224-3217
破砕【木くず】
兵庫県佐用郡佐用町本郷201－36 外24
筆

破砕(20ｔ/日)
破砕(120ｔ/日)

R7.1.4

R4.10.30

産業廃棄物中間処理業者一覧（但馬県民局管内）

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の所在地

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

1

㈱あさご有機
02827126501

兵庫県朝来市八代93番地
079-677-0877
兵庫県朝来市八代93番地

2

石井建材㈱
02827024598

兵庫県美方郡香美町村岡区村岡2952番地
0796-94-0021
破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(1,760ｔ/日)
除く)】
兵庫県美方郡香美町香住区大野字向山
102番４

R7.2.28

3

（株）eco's
02827138559

兵庫県豊岡市城南８番30号
0796-34-6161
兵庫県豊岡市出石町日野辺636番44

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、金属くず、紙くず、木くず、繊維
くず、ガラスくず・コンクリートくず
破砕（3.36t/日）
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物
を除く)】

R4.8.8

4

㈱川嶋建設
02827022009

兵庫県豊岡市出石町町分396番地の２
0796-52-3123
兵庫県豊岡市加陽字土屋ケ鼻144番１
他７筆

破砕・溶融【がれき類(石綿含有産業廃 破砕(480ｔ/日)
棄物を除く)】
溶融(560ｔ/日)

R5.8.30

5

金下建設㈱
02827015200

京都府宮津町字須津471番地の１
0772-46-3151
①兵庫県養父市関宮字横次1769の２ 他３筆
②兵庫県養父市八鹿町浅間字田口299－１
他１筆

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を 破砕(320ｔ/日)
除く)】
②の場所
溶融【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(320ｔ/日)
除く)】

㈱金下工務店
02827021969

兵庫県豊岡市三坂町５番９号
0796-22-4556
①兵庫県豊岡市気比字戀寺1135番 他９筆
②兵庫県朝来市物部字大榎22番１ 他24筆

破砕・溶融【がれき類(石綿含有産業廃
②の場所
棄物を除く)】

R5.10.21

㈲金田商店
02827102844

兵庫県朝来市山口274番地１
079-677-1554
兵庫県朝来市山口274番地１

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、金属くず、ガラスくず・コンク
圧縮(48ｔ/日)
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)】

R5.11.5

破砕【木くず(建設業に係るものを除
く)】

破砕(4.8ｔ/日)

R2.12.20

兵庫県朝来市和田山町竹田2113番地
079-674-0154
兵庫県朝来市和田山町竹田2113番地

破砕(9.6ｔ/日)
破砕【木くず】
圧縮【動植物性残さ(とうもろこし、大 破砕(6ｔ/日)
豆、小麦、菜種、空豆に限る)】
圧縮(8ｔ/日)

R2.10.26

破砕・溶融【がれき類(石綿含有産業廃 破砕(360ｔ/日)
棄物を除く)】
溶融(840ｔ/日)

R7.2.28

6

7

8

㈱グリーンテック
02827067689

許

他２筆

兵庫県豊岡市香住４番地の１
0796-22-5569
兵庫県豊岡市香住字山裾４番１

外８筆

㈱コバヤシ産業
02827015794

10

山陰道路㈱
02827014984

兵庫県美方郡新温泉町三谷132番地
0796-82-1118
兵庫県美方郡新温泉町久谷字袋谷308番
地 外３筆

11

㈱山陽
02827022267

兵庫県姫路市亀山231番地の２
079-234-5550
①兵庫県養父市八鹿町藪崎字下曇越へ1032番
６ 外11筆
②兵庫県加西市繁昌町字沖乙275番８ 外９
筆
③兵庫県加西市繁昌町字五郎池沢乙213番２
外３筆
④兵庫県三木市別所町下石野字相野中1381番
２ 外６筆

12

正垣木材㈱
02827073383

兵庫県養父市大屋町大杉504番地
079-669-0220
①兵庫県養父市大屋町大杉504番地
②兵庫県養父市八鹿町浅間853番地

外22筆
外12筆

13

（株）但馬環境
02827068101

兵庫県豊岡市庄境1118番地の１
0796-24-7578
兵庫県豊岡市但東町出合字嶋200番

外６筆

但南建設㈱
02827022610

品

目

堆肥化【動物のふん尿】

9

14

可

許可期限

堆積発酵(11.31ｔ/日)

R3.11.21

①の場所

R6.6.30

溶融(240ｔ/日)
①の場所
破砕(640ｔ/日)
破砕(320ｔ/日)
溶融(240ｔ/日)

圧縮・切断、圧縮【廃プラ※、金属く
ず、ガラスくず・コンクリートくず及
び陶磁器くず※
※廃自動車（自Ｒ法第２条第１項に規
定する自動車を除く）に限る】

①の場所
圧縮・切断(168ｔ/日)
圧縮(35.4ｔ/日)
②の場所
圧縮・切断
(243.2ｔ/日)
③の場所
圧縮(51ｔ/日)
④の場所
圧縮・切断(168ｔ/日)
圧縮(100ｔ/日)

R4.1.15

破砕【木くず】

①の場所
破砕(90ｔ/日)
破砕(19.36ｔ/日)
②の場所
破砕(90ｔ/日)

R2.11.7

破砕【木くず】

兵庫県朝来市山東町滝田148番地の１
0796-76-3121
兵庫県朝来市山東町越田字高内460番１
外３筆

中間処理方法
中間処理能力

破砕(4.32ｔ/日)

R4.6.5

がれき類破砕(456ｔ/

破砕【木くず、がれき類(石綿含有産業
日)
廃棄物を除く)】

木くず破砕(296ｔ/日)

R6.9.6

産業廃棄物中間処理業者一覧（但馬県民局管内）

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の所在地

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

15

東京精溜工業㈱
02827004109

東京都渋谷区東３丁目16番９号
03-400-8291
兵庫県朝来市生野町真弓字道順山373－
97

蒸留【廃油(廃溶剤、廃塗料であって蒸
3
留により再生可能なものに限る)、廃プ 蒸留(22m /日)
ラ(廃溶剤、廃塗料であって蒸留により 蒸留(35m3/日)
再生可能なものに限る)】

R2.11.30

16

豊岡採石㈱
02827106235

兵庫県養父市藪崎150番地
0796-65-0433
兵庫県養父市八鹿町浅間字西山981番地
外36筆

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
破砕(480ｔ/日)
除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物
を除く)】

R6.8.19

兵庫県豊岡市出石町袴狭31番地の１
0796-52-0300
兵庫県豊岡市但東町畑字長外967番１
外６筆

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴム
くず、金属くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)、がれき類(石綿含有
産業廃棄物を除く)】
圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、金属
くず】
破砕・選別【紙くず（廃石膏ボードに
限る）、ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず（廃石膏ボードに限
る、石綿含有産業廃棄物を除く)】
圧縮成型【廃プラ(石綿含有産業廃棄物
を除く)、紙くず、木くず、繊維くず】

R5.5.19

17

㈲ナカニシグローバル
02827062466

18

㈲仲西商店
02827055421

19

㈱はしもと建設
02827042900

20

㈲はなと商会
02827051478

21

22

23

24

25

㈱ビエント
02827154257

日野金属産業㈱
02827038060

兵庫県豊岡市庄境1106番地の１
0796-23-3302
兵庫県豊岡市庄境1106番地の１

許

可

品

目

中間処理方法
中間処理能力

木くず破砕
(15.52ｔ/日)
圧縮(232.8ｔ/日)
破砕(3.92ｔ/日)
圧縮成型(4.54ｔ/日)
破砕（石膏ボードに限
る）(4.74ｔ/日)

圧縮・切断【廃プラ(石綿含有産業廃棄
物を除く)、金属くず、ガラスくず・コ
圧縮・切断(30ｔ/日)
ンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含
外４筆 有産業廃棄物を除く)】

許可期限

R2.2.14

兵庫県豊岡市百合地789番地
0796-23-7148
兵庫県豊岡市但東町木村字福井862番１
外３筆

破砕【木くず】

兵庫県豊岡市百合地777番地
0796-24-2789
兵庫県豊岡市百合地字千田776番１
３筆

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、金属くず、ガラスくず・コンク
圧縮(83.2ｔ/日)
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)】

R6.10.4

破砕【廃プラ（石綿含有産業廃棄物を
除く）、紙くず、木くず、繊維くず、
金属くず、ガラスくず・コンクリート
くず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄
物を除く)、がれき類(石綿含有産業廃
棄物を除く)】
圧縮【廃プラ（石綿含有産業廃棄物を
除く）、金属くず、ガラスくず・コン
クリートくず及び陶磁器くず(石綿含有
産業廃棄物を除く)】
圧縮成型【廃プラ（石綿含有産業廃棄
物を除く）、紙くず、木くず、繊維く
ず】

①の場所
破砕(4.88ｔ/日)
圧縮成型(4.75ｔ/日)
②の場所
圧縮(89.52ｔ/日)

R2.4.26

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、木くず、金属くず、ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿
含有産業廃棄物を除く)】

破砕(2.3 旧2.35ｔ/
日)
破砕(4.1t/日)
破砕(4.3t/日)
破砕(20t/日)
破砕(24t/日)

R6.8.2

兵庫県豊岡市三宅152番地の１
0796-26-0670
①兵庫県豊岡市三宅152番地の１
筆
②兵庫県豊岡市神美台157番29

外

外５

東京都八王子市旭町11番５号
042-682-2101
兵庫県朝来市生野町口銀谷985番地１

兵庫県朝来市立脇148番地２
フジイコーポレーション㈱ 079-678-9810
02827146510
兵庫県朝来市立脇字中野148番２
筆

破砕(126.5ｔ/日)

R4.5.27

外23

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(720ｔ/日)
除く)】

R3.1.25

豊友工業㈲
02827023017

兵庫県豊岡市加陽1770番地の１
0796-52-5028
兵庫県豊岡市加陽字下り場130番地の１
外22筆

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を 破砕(720ｔ/日)
除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物 破砕(364ｔ/日)
を除く)】

R4.3.26

ホーユソイル工業㈲
02827116199

京都府京丹後市久美浜町2812番地
0772-82-0611
兵庫県豊岡市加陽字川田1806番２ 外２
筆

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物 破砕(4.264ｔ/日)
を除く)】
炭化(0.9ｔ/日)
炭化【紙くず、木くず、繊維くず、動
植物性残さ】

R7.3.15

更新
手続き中

産業廃棄物中間処理業者一覧（但馬県民局管内）

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

26

北但東部森林組合
02827078874

27

㈲円山川環境サービス
02827062044

28

(株)トーヨー養父バイオ
エネルギー
02827205005

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の所在地

許

兵庫県豊岡市高屋894番地の１
0796-23-0147
兵庫県豊岡市出石町奥小野大月426－11
兵庫県朝来市和田山町枚田1041番地
079-672-3456
兵庫県朝来市和田山町枚田1041番１
２筆

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

可

品

目

破砕【木くず】

中間処理方法
中間処理能力

破砕(160ｔ/日)

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
破砕(3.3ｔ/日)
く)】
他 圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除 圧縮(3.56ｔ/日)
く)、紙くず】

兵庫県養父市八鹿町八鹿1909番地９
メタン発酵【廃油、廃酸、廃アルカ
リ、動植物性残さ、動物系固形不要
079-666-8805
兵庫県養父市大薮炭釜1153番地 外４筆 物、動物のふん尿】

メタン発酵(70ｔ/日）
汚泥の脱水(455m3/日)

許可期限

R4.10.31

R6.3.7

R6.4.2

産業廃棄物中間処理業者一覧（丹波県民局管内）

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の所在地

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

1

池田建設㈱
02828021716

2

(株)ウエダ建設
02828127009

3

上山建設㈱
02828021786

兵庫県篠山市中野45番地
0795-94-0109
兵庫県篠山市大山下字山代の坪192
５筆

4

㈱上見組
02828021821

兵庫県篠山市黒田534番地
0795-93-0220
兵庫県篠山市黒田字口ノ坪178番地
６筆

5

㈲クリーン環境
02828107005

6

㈱新憲産業
02828067572

7

株式会社森林環境
02828204741

8

田中飼料㈱
02828057091

京都市下京区五条通油小路西入小泉町
112番５
075-352-0580
兵庫県篠山市下原山字藤ヶ谷156－１
外11筆

搾油【汚泥(油分を含んだ有機性のもの
搾油(24ｔ/日)
に限る)、廃油(動植物油に限る)】
乾燥(64ｔ/日)
乾燥【動植物性残さ】

R2.4.11

9

㈱西田土木
02828022806

兵庫県丹波市氷上町稲継290番地
0795-82-4425
兵庫県丹波市氷上町稲継字四ノ坪290番
外10筆

破砕・溶融【がれき類(石綿含有産業廃 破砕(240ｔ/日)
棄物を除く)】
溶融(240ｔ/日)

R2.12.6

10

日本エコロジ㈱
02828071472

11

12

許

兵庫県丹波市氷上町成松479番地の１
0795-82-0352
兵庫県丹波市氷上町新郷字赤渕317番地
の１

可

品

目

中間処理方法
中間処理能力

破砕・溶融【がれき類(石綿含有産業廃 破砕(320ｔ/日)
棄物を除く)】
溶融(240ｔ/日)

兵庫県丹波市氷上町日比字21
0795-82-7638
破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
兵庫県丹波市青垣町沢野小字ヤノウチダ 除く)】
破砕(253ｔ/日)
ニ2178番２

許可期限

R6.12.26

R6.4.16

外

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(320ｔ/日)
除く)】

R3.7.16

外

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(80ｔ/日)
除く)】

R3.7.5

兵庫県丹波市氷上町柿柴416番地４
0795-82-0150
兵庫県丹波市柿柴字本願寺388番地17

焼却【木くず、紙くず、繊維くず】

焼却(1.53ｔ/日)

R5.12.9

破砕(320ｔ/日)

R2.4.8

破砕(4.8ｔ/日)

R5.11.27

兵庫県丹波市氷上町柿柴252番地の１

13

14

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を

兵庫県丹波市柏原町下小倉字クズレ2095 除く)】
番６ 外１筆
兵庫県丹波市柏原町下小倉1215番地
0795－73－1215
破砕【木くず】
兵庫県丹波市柏原町下小倉字波尼1229番
1 外２筆

兵庫県篠山市西吹字アハジ坪577番地の
破砕(240ｔ/日)
２
破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除 木くず破砕(4.6ｔ/日)
0795-52-2400
く)、木くず、繊維くず】
木くず破砕(85.6ｔ/
兵庫県篠山市東吹字池ノ上ノ坪1327番地
日)
の１ 外７筆

R2.8.6

氷上テクノ㈲
02828132757

兵庫県丹波市氷上町新郷224番地
0795-82-0377
兵庫県丹波市氷上町新郷224番地
筆

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴム
破砕(114.74ｔ/日)
くず、金属くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず】

R5.9.16

㈱福島組
02828022983

兵庫県篠山市西新町188番地
0795-52-0161
兵庫県篠山市泉字尾長谷１番３

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(322.4ｔ/日)
除く)】

R3.8.28

外７

外８筆

㈲北丹環境サービス
02828058717

兵庫県丹波市氷上町上成松141番地の３
0795-82-8823
①兵庫県丹波市氷上町上成松字毛長141
番３ 外１筆
②兵庫県丹波市氷上町新郷字下布木229
番４ 外２筆

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、繊維くず、金属くず】
破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず】

㈱南興業
02828129322

京都府京都市南区上鳥羽勧進橋町10番地
ライオンズマンション上鳥羽104号室
075-341-5511
兵庫県篠山市野中字八丹ノ坪878番地
外５筆

破砕・洗浄【廃プラ(石綿含有産業廃棄
物を除く)、紙くず、木くず、繊維く
破砕(5.5ｔ/日)
ず、ゴムくず、金属くず、ガラスく
ず・コンクリートくず及び陶磁器くず 洗浄(437.6ｔ/日)
(石綿含有産業廃棄物を除く)、がれき
類(石綿含有産業廃棄物を除く)】

①の場所
圧縮(3.84ｔ/日)
②の場所
破砕(8.4ｔ/日)

R4.1.21

R2.10.19

産業廃棄物中間処理業者一覧（丹波県民局管内）

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の所在地

15

宮本建設㈱
02828023207

兵庫県丹波市柏原町柏原2262番地の１
0795-72-1857
兵庫県丹波市柏原町下小倉字波尼2131番
地 外１筆

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
破砕(480ｔ/日)
除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物
を除く)】

R5.2.16

16

㈱森津工務店
02828023299

兵庫県丹波市山南町小野尻334番地の１
0795-76-0020
兵庫県丹波市山南町草部字立石甲442番
地１ 外１筆

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(160ｔ/日)
除く)】

R3.3.1

典子（新和砕石）
02828134527

兵庫県丹波市氷上町新郷728番地２
0795-82-2537
兵庫県丹波市山南町大谷字高見1105
３筆

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(コンクリートくず、陶
破砕(344ｔ/日)
外 磁器くずに限る)、がれき類(石綿含有
産業廃棄物を除く)】

R4.12.2

17

安田

許

可

品

目

中間処理方法
中間処理能力

許可期限

産業廃棄物中間処理業者一覧（淡路県民局管内）

No

1

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

天野

謹次（天野商店）
02829085639

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の設置場所

中間処理方法
中間処理能力

許可期限

圧縮・切断(4.8ｔ/日)

R3.9.29

破砕・圧縮成型
(2.2ｔ/日)
木くずの破砕
(2.4ｔ/日）

R2.6.29

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(320ｔ/日)
除く)】

R5.12.23

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
破砕(4.9ｔ/日)
く)、紙くず、木くず、繊維くず】

R2.2.1

許

可

品

目

兵庫県洲本市桑間一丁目３番10号
圧縮・切断【金属くず】
0799-22-4114
兵庫県洲本市桑間１丁目87番１ 外１筆

破砕・圧縮成型【廃プラ(石綿含有産業
廃棄物を除く)、紙くず、木くず、繊維
くず】
木くずの破砕【木くず】

2

㈱淡路紙料センター
02829137881

兵庫県淡路市塩田新島２番地５
0799-62-1118
兵庫県淡路市塩田新島２番地６

3

淡路土建㈱
02829019757

兵庫県洲本市桑間706番地
0799-22-2525
兵庫県洲本市桑間706番地の１

㈱エムテック
02829116490

兵庫県淡路市中田400番地２
0799-62-2343
兵庫県淡路市中田字高部2462番

主鎬（金城商会）
02829150224

兵庫県南あわじ市市十一ヶ所14番地５
0799-42-0544
兵庫県南あわじ市市十一ヶ所14番地５

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く、廃タイヤに限る）】
圧縮・切断【廃プラ(石綿含有産業廃棄 破砕(4ｔ/日)
物を除く、廃自動車に限る)、金属く
圧縮(36ｔ/日)
ず、ガラスくず・コンクリートくず及 圧縮・切断(80ｔ/日)
び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除
く、廃自動車に限る)】

R2.8.17

菊川 健一
02829142998

兵庫県南あわじ市湊里1387番地
0799-36-5055
兵庫県南あわじ市湊字新島1334番地

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(陶磁器くずに限る、石 破砕(25ｔ/日)
綿含有産業廃棄物を除く)】

R5.6.8

7

㈲清水建材
02829045278

乾燥【汚泥(建設汚泥、上水汚泥に限
る)】
兵庫県洲本市五色町都志大日456番地
破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
0799-33-0540
く)、木くず、がれき類(石綿含有産業
兵庫県洲本市五色町上堺字横倉1545 外 廃棄物を除く)】
６筆
堆積醗酵【木くず】
炭化【木くず】

8

全淡建設㈱
02829022543

兵庫県南あわじ市松帆塩浜127番地
0799-36-2437
兵庫県南あわじ市伊加利1907番６

4

5

6

9

金城

外９筆

ダイイチサイクル㈱
02829083064

11

㈱テツトレーディング
02829199450

鳥取興業㈱
02829050010

がれき破砕
(1,256ｔ/日)
乾燥(28.8ｔ/日)
木くず破砕(40ｔ/日)
木くず破砕(91ｔ/日)
堆積醗酵(2.5ｔ/日)
炭化(1.04ｔ/日)
破砕(3.52ｔ/日)

R6.2.1

破砕【ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず(瓦くずに限る、石綿含
破砕(344ｔ/日)
有産業廃棄物を除く)、がれき類(石綿
含有産業廃棄物を除く)】

R3.10.24

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、金属くず、ガラスくず・コンク
圧縮(32ｔ/日)
リートくず及び陶磁器くず(石綿含有産
業廃棄物を除く)】

R6.10.3

兵庫県淡路市木曽上88番地
0799-62-1682
兵庫県淡路市木曽上88番地

堆積醗酵【汚泥(有機性のものに限
る)、廃油(油泥で、肥料化可能なもの
に限る)、廃酸(肥料化可能なものに限
堆積醗酵(36ｔ/日)
る)、廃アルカリ(肥料化可能なものに
限る)、木くず、動植物性残さ、動物の
ふん尿】

R5.11.12

洲本市五色町鮎原851番地７
0799-32-1266
洲本市五色町鮎原上字小谷851番３

圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
圧縮(86.4ｔ/日)
く)、金属くず】

R4.12.26

兵庫県南あわじ市福良丙253番地
0799-52-2068
①兵庫県南あわじ市福良丙253番地 外
６筆
②兵庫県南あわじ市榎列上幡多字龍神
1369番 外１筆

破砕【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、金属
くず、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、石
綿含有産業廃棄物を除く)】
圧縮【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、繊維くず、金属くず】
切断【廃プラ(石綿含有産業廃棄物を除
く)、紙くず、木くず、繊維くず、金属
くず】
減容化【廃プラ(発泡スチロールに限
る、石綿含有産業廃棄物を除く)】
破砕・選別【紙くず（石膏ボード廃材
に限る）、ガラスくず・コンクリート
くず及び陶磁器くず（石膏ボード廃材
に限る、石綿含有産業廃棄物を除
く）】

R3.5.21

兵庫県南あわじ市広田広田845番地の１
㈲全淡リサイクルセンター
0799-45-1198
02829034317
兵庫県南あわじ市広田広田845番地の１

10

12

外10筆

①の場所
圧縮(378.4ｔ/日)
熱減容化(0.5ｔ/日)
②の場所
破砕(62.91ｔ/日)
木くず破砕(79.2ｔ/
日)
切断(130.2ｔ/日)
破砕(4.24ｔ/日)
圧縮(84.8ｔ/日)

更新
手続き中

産業廃棄物中間処理業者一覧（淡路県民局管内）

No

氏 名 （ 名 称 ）
許
可
番
号

住所(所在地)
（ＴＥＬ）
中間処理施設の設置場所

兵庫県知事許可

令和2年4月1日現在
中間処理方法
中間処理能力

許可期限

圧縮・切断【廃プラ(石綿含有産業廃棄
物を除く)、金属くず、ガラスくず・コ 圧縮・切断(44.4ｔ/
ンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含 日)
有産業廃棄物を除く)】

R6.6.30

許

可

品

目

13

兵庫県洲本市栄町一丁目３番１号
智（スクラップセン
0799-22-0227
ター豊島）
兵庫県洲本市中川原町三木田字下川原
02829112687
185番１ 外９筆

14

㈱中野建材
02829172193

兵庫県洲本市池内1230番地２
0799-24-3291
兵庫県洲本市池内字亀原1230番地２

破砕【木くず】
木くず破砕(12ｔ/日)
堆積発酵【汚泥(有機性のものに限
る)、木くず、動植物性残さ、動物のふ 堆積発酵(10.8m3/日)
ん尿】

R5.7.28

15

のり網エコネット㈱
02829108384

兵庫県淡路市野島大川102番地
0799-82-0006
兵庫県淡路市野島大川字木場102番

洗浄【廃プラ(水産物(海苔)の養殖に使
洗浄(7.2ｔ/日)
用された網に限る)】

R5.12.25

16

森興産㈱
02829136819

兵庫県南あわじ市賀集815番地の１
0799-53-1773
破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(640ｔ/日)
兵庫県南あわじ市福良字小松谷甲1496番 除く)】
地

R4.7.31

17

㈱森長組
02829020088

兵庫県南あわじ市賀集823番地
0799-54-0721
兵庫県淡路市志筑新島１番８ 外２筆

破砕【がれき類(石綿含有産業廃棄物を
破砕(640ｔ/日)
除く)】
溶融【がれき類(石綿含有産業廃棄物を 溶融(240ｔ/日)
除く)】

R3.6.9

豊島

