
（様式３－１）

平成27年3月6日

Ⅰ　ＡＳＲリサイクル（埋立処分含む）・指定引取場所　実施者・施設

施設（事業所所在地） 産廃施設の該当有無

1． 株式会社マテック (1) ASR資源化工場 北海道石狩市新港南１丁目２２番地６８ 有り

2．
青森リニューアブル・エナジー・リサ
イクリング株式会社

(2)
青森リニューアブル・エナジー・リサ
イクリング株式会社

青森県青森市大字戸門字山部２８番８ 有り

3． 小名浜製錬株式会社 (3) 小名浜製錬所 福島県いわき市小名浜字渚１番１ 有り

4． 日鉄住金リサイクル株式会社 (4) 日鉄住金リサイクル株式会社 茨城県鹿嶋市大字光３番地 有り

5． JX金属三日市リサイクル株式会社 (5) JX金属三日市リサイクル株式会社 富山県黒部市天神新８番地 有り

6． 株式会社エコネコル (6) 株式会社エコネコル 静岡県富士宮市山宮字棚坂３５０７番地１９ 有り

7． 豊田メタル株式会社 (7) 豊田メタル株式会社 愛知県半田市日東町１番６ 有り

8． 明海リサイクルセンター株式会社 (8) 明海リサイクルセンター株式会社 愛知県豊橋市明海町１番 有り

9． 公益財団法人豊田加茂環境整備公社 (9) 公益財団法人豊田加茂環境整備公社 愛知県豊田市御船町山ノ神５６番８ 有り

10． 株式会社ＧＥ (10) 株式会社ＧＥ 大阪府堺市西区築港新町１丁５番３８ 有り

11． 株式会社クリーンステージ (11) 株式会社クリーンステージ 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番１２号 有り

12． 大栄環境株式会社 (12) 三木処分場 兵庫県三木市口吉川町槇字槇谷457番21 有り

13． ツネイシカムテックス株式会社 (13) 福山工場 広島県福山市箕沖町１０７－５ 有り

14． 三菱マテリアル株式会社 (14) 直島製錬所 香川県香川郡直島町字風戸２６１８－１ 有り

15． ニシモロ開発株式会社 (15) ニシモロ開発株式会社 宮崎県小林市野尻町紙屋字長瀬１８８４番地１ 有り

16． 拓南商事株式会社 (16) 拓南商事株式会社 沖縄県うるま市字州崎８番地２ 有り

17． 水島エコワークス株式会社 (17) 水島エコワークス株式会社 岡山県倉敷市水島川崎通一丁目１４番５ 有り

再資源化に必要な行為を実施する者・再資源化に必要な行為の用に供する施設一覧（ＡＳＲ）

実施者氏名又は名称 施設（事業所）名称



施設（事業所所在地） 産廃施設の該当有無実施者氏名又は名称 施設（事業所）名称

18． 新日鐵住金株式会社 (18) 名古屋製鐵所
愛知県東海市東海町五丁目９番３号
新日鐵住金株式会社 名古屋製鐵所内

有り

19． 公益財団法人宮崎県環境整備公社 (19) 公益財団法人宮崎県環境整備公社 宮崎県宮崎市大字大瀬町字倉谷６１７６番１ 有り

20． 共英製鋼株式会社 (20) 山口事業所 山口県山陽小野田市大字小野田字港６２８９番１６１ 有り

21． エコシステム小坂株式会社 (21) エコシステム小坂株式会社 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢地内 有り

22． エコシステム岡山株式会社 (22) エコシステム岡山株式会社 岡山県岡山市南区海岸通一丁目３番２ 有り

23． オリックス資源循環株式会社 (23) 寄居本社工場 埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山３１３ 有り

24． 公益財団法人宮崎県環境整備公社 (24) 管理型最終処分場 宮崎県宮崎市大字大瀬町字倉谷６１７６番１ 有り

25． 太平洋セメント株式会社 (25) 上磯工場 北海道北斗市谷好１丁目１５１番地 有り

26． ジャパン・リサイクル株式会社 (26) 千葉リサイクルセンター 千葉県千葉市中央区川崎町１０番３ 有り

27． 株式会社アビヅ (27) 株式会社アビヅ 愛知県名古屋市港区昭和町１４番２４ 有り

28． JX金属環境株式会社 (28) JX金属環境株式会社 茨城県日立市宮田町字裏木戸南３４４５番 有り

29． 株式会社富山環境整備 (29) 株式会社富山環境整備 富山県富山市婦中町吉谷字大谷１００５－２４ 有り

30． 青木環境事業株式会社 (30) テクノマネージメントセンター 新潟県新潟市北区島見町字一ツ潟３２６８番１５ 有り

31． 三菱マテリアル株式会社 (31) 九州工場 福岡県京都郡苅田町松原町１２番１ 無し

32． 太平洋セメント株式会社 (32) 藤原工場 三重県いなべ市藤原町東禅寺字出羽野１６６８ 有り

33． 有明興業株式会社 (33) リサイクルポート 東京都江東区若洲二丁目８番１７号 有り

34． 株式会社ダイカン (34) 本社工場 大阪府大阪市鶴見区焼野３丁目２番７９号 有り

35． 太平洋セメント株式会社 (35) 熊谷工場 埼玉県熊谷市三ヶ尻字上ノ裏３１１０番 有り

36． 住友大阪セメント株式会社 (36) 岐阜工場 岐阜県本巣市山口字川西１１番地 有り

37． 敦賀セメント株式会社 (37) 敦賀セメント株式会社 福井県敦賀市泉2号6番地1 有り

38． 太平洋セメント株式会社 (38) 大分工場 大分県津久見市合ノ元町２番１号 有り

39． 株式会社富山環境整備 (39) 破砕選別・ベール施設 富山県富山市婦中町吉谷字大谷１００３－３ 有り



施設（事業所所在地） 産廃施設の該当有無実施者氏名又は名称 施設（事業所）名称

40． 住友大阪セメント株式会社 (40) 高知工場 高知県須崎市押岡字中須賀２４２－１ 有り

41． 明星セメント株式会社 (41) 糸魚川工場 新潟県糸魚川市上刈７丁目１３９７番地１ 有り

42． カンポリサイクルプラザ株式会社 (42) 破砕選別施設 京都府南丹市園部町高屋西谷1番地ほか２５筆 有り

43． 大阪製鐵株式会社 (43) 西日本熊本工場 熊本県宇土市松山町字中柳町１１２５番１他 無し

44． 株式会社SRテクノ (44) 株式会社SRテクノ 北海道登別市富浦町２２０番２１ 有り

45． 太平洋セメント株式会社 (45) 埼玉工場 埼玉県日高市大字原宿字一本杉７１０番１ 有り

46． 宇部興産株式会社 (46) 苅田セメント工場 福岡県京都郡苅田町長浜町７番 無し

47． 群桐エコロ株式会社 (47) 群馬ハイブリッドクリーンセンター 群馬県太田市新田大町６００番２６ 有り

48． エコシステム千葉株式会社 (48) エコシステム千葉株式会社 千葉県袖ヶ浦市長浦字拓1号1番51 有り

49． 九州メタル産業株式会社 (49) 本社工場（ASR再資源化） 福岡県北九州市小倉北区西港町６２番４ 無し

50． 九州北清株式会社 (50) 九州北清株式会社 宮崎県小林市東方字山ノ口原4066番15号 有り

51． 電気化学工業株式会社 (51) 青海工場 新潟県糸魚川市大字青海字惣谷内3940番地1他 有り

52． 光和精鉱株式会社 (52) 光和精鉱株式会社 福岡県北九州市戸畑区大字中原46番93 有り

53． 三池製錬株式会社 (53) 熔錬工場 福岡県大牟田市新開町2番地1 無し

54． 住友大阪セメント株式会社 (54) 栃木工場 栃木県佐野市築地町７１５番地 有り

55． 太平洋セメント株式会社 (55) 大船渡工場 岩手県大船渡市赤崎町字跡浜２１番６ 有り

56． 東ソー株式会社 (56) 南陽事業所 山口県周南市開成町４５５５番１ 有り

57． 東京鐵鋼株式会社 (57) 八戸工場（再資源化施設） 青森県八戸市大字河原木字海岸４番５７ 有り

58． 東京鐵鋼株式会社 (58) 八戸工場（炭化炉） 青森県八戸市大字河原木字海岸１７番６ 有り

－ －合計　　　58  事業所合計　　　58　社



（様式３－３）

平成27年3月6日

Ⅱ　ＡＳＲ減量・減容固化　実施者・施設

施設（事業所所在地） 産廃施設の該当有無

－ －

－ －

再資源化に必要な行為を実施する者・再資源化に必要な行為の用に供する施設一覧（ＡＳＲ）

実施者　氏名又は名称 施設（事業所）名称

合計　　　　0　社 合計　　　0　事業所

－ －


