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建設発生土受入価格表について 

 

（調査について） 

本資料は、大阪府都市整備部が発注する工事の積算の参考とするため、大阪府

内及び近隣府県における「建設発生土」の受入等事業者から得られた調査結果を

とりまとめたものであり、各事業者から提出された調査票をもって受入価格等が

拘束される類のものでなく、品質の保証や受入等事業者及び製品の認定等を行っ

たものではありません。 

また、調査結果のとりまとめに当たってはトラックスケールの有無を調査し、

「建設発生土」の受入時及び「再生土」の販売時にトラックスケールにより重量

管理を行っている施設（トラックスケールによる重量管理を行っている施設）と、

材料積込み機械のバケットの容量等により土量管理を行っている施設（トラック

スケール以外の方法による管理を行っている施設）に区分して掲載しています。 

  

（再生土について） 

調査票に一部、再生土販売価格についての情報を掲載していますが、「再生土」

とは、各事業者が受入れた建設発生土を、他の工事現場において使用できる有用

物の性状になるよう処理した土のことをいい、処理方法によって「良質土」と「改

良土」に区分しています。 

「良質土」は、脱水、乾燥、粒度調整その他の方法により性状を改良したもの、

「改良土」は、安定処理（セメント系及び石灰系固化材を混合し土の性状を化学

的に改良すること）の方法により性状を改良したものをいいます。 

なお、「再生土」については、土壌汚染対策法における土壌汚染基準等関係諸

法令への適合、又はダイオキシン類等の有害物質や油類のように生活環境保全上

支障を生じる恐れのある物質に汚染されていない土であることを前提としており、

受入時の性状が建設発生土に該当しないもの（所謂汚染土等）や、「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律」第2条第1項に規定される廃棄物（汚泥等）等が混入さ

れた土は対象外としています。 

 

（適用期間） 

本調査票の適用期間は、令和２年度下半期分受入価格表の適用開始日までとし

ます。 

 

（その他） 

本調査票の中に記載されている事業者に関する情報等の取扱いには十分ご留

意願います。 
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建設発生土受入価格の換算係数 

 

（１）「建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】」（P.3～）の 

価格の取扱いについて 

・「受入価格」について：一覧表（P.4～）に記載している（円/㎥）受入価格は地山換

算した価格であり、価格調査時に受入業者にて調査票（P.13～）に記載された、ほ

ぐし状態土の受入価格（円/ｔ）又は（円/㎥）に一覧表に記載の換算係数を

乗じて受入価格（円/㎥）を算出している。このため、一覧表（P.4～）と調査票

（P.11～）の（円/㎥）価格は異なるので注意が必要である。 

・「再生土販売価格」について： 一覧表（P.4～）・調査票（P.13～）ともに、記載され

た（円/㎥）販売価格は、ほぐし状態土の価格である。 
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（１）【再資源化施設】 

 

建設発生土受入価格 

／再生土販売価格 

 

 

R02． 8． 1 適用 

一覧表・・・・・・・・・・・ 4 

調査票（個票）・・・・・12 

 

R02．10． 1 適用(追加分） 

一覧表・・・・・・・・・・・ 97 

調査票（個票）・・・・・・99 

3 



令和２年度 上半期　建設発生土受入価格／再生土販売価格 【再資源化施設】：トラックスケールによる重量管理を行っている施設

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

砂質土 3,240 改良土10ｔ車 750

レキ質土 3,240 改良土 6t車 750

粘性土 5,400 改良土 4t車 750

高含水粘性土 6,300 良質土10ｔ車 1,380

混載残土（土砂・がれき・その他） 7,200 良質土 6t車 1,380

その他（堆積土砂・不純物・分別含む） 9,000 良質土 4t車 1,380

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 2,520 2,520 改良土10ｔ車 450
レキ質土 3,600 3,600 改良土 6t車 450
粘性土 4,860 4,860 改良土 4t車 450
高含水粘性土 良質土10ｔ車 450
改良土（セメント改良したものは不可） 4,860 4,860 良質土 6t車 450

その他（砕石混り土砂） 4,140 4,140 良質土 4t車 450
夜間使用料（ｵﾍﾟ付） 25,000/日 夜間使用料(オペ付) 25,000/日

砂質土 3,780 改良土10ｔ車 810

レキ質土 3,780 改良土 6t車 810

粘性土 改良土 4t車 810

高含水粘性土 良質土10ｔ車

改良土 3,780 良質土 6t車

その他（　　　） 良質土 4t車

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 3,600 改良土10ｔ車

レキ質土 3,600 改良土 6t車

粘性土 6,300 改良土 4t車

高含水粘性土 10,800 良質土10ｔ車 100

改良土 良質土 6t車 150

その他（　　　） 良質土 4t車 200

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 3,240 3,240 改良土10ｔ車 750 700

レキ質土 3,240 3,240 改良土 6t車 750 700

粘性土 3,240 3,240 改良土 4t車 750 700

高含水粘性土 良質土10ｔ車 300

改良土 3,240 3,240 良質土 6t車 300

その他（　　　） 良質土 4t車 300

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

1  株式会社　よしひろ商店
堺市東区日置荘

原138-1
大阪府羽曳野市

大黒91-1

品　目
受入価格　円／地山m3（税抜）

(=t単価×1.8)

再生土販売価格〔工場渡し〕

        円/ほぐしm
3
（税抜）

(=t単価×1.5)
調査票
ページ

連番 会社名
事務所
所在地

受入場所
所 在 地

12
≀
13

2
 株式会社　英光産業 大阪府東大阪市

菱江2丁目15番6
号

大阪府東大阪市
水走1丁目9番15
号

14
≀
15

16
≀
17

4  田中資材株式会社
摂津市鳥飼本町
2丁目4番54号

摂津市鳥飼本町
2丁目2番183号

18
≀
19

3  奥村組土木興業（株）　堺工場
堺市堺区

大浜西町5番
堺市堺区

大浜西町5番

20
≀
21

5  協同組合 大阪南部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
大阪府富田林市
大字喜志2645-4

大阪府富田林市
大字喜志2645-4

　＊　受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
  ＊　受入価格(円/㎥)は、地山換算係数1.8(ｔ/㎥)又は土量変化率（1.2）を用いて受入価格（円/t）又は（円/ほぐし土㎥）を換算している場合がある。 4



令和２年度 上半期　建設発生土受入価格／再生土販売価格 【再資源化施設】：トラックスケールによる重量管理を行っている施設

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

品　目
受入価格　円／地山m3（税抜）

(=t単価×1.8)

再生土販売価格〔工場渡し〕

        円/ほぐしm
3
（税抜）

(=t単価×1.5)
調査票
ページ

連番 会社名
事務所
所在地

受入場所
所 在 地

砂質土 3,060 改良土10ｔ車

レキ質土 3,060 改良土 6t車

粘性土 改良土 4t車

高含水粘性土 良質土10ｔ車 600

改良土 良質土 6t車 600

その他（転石） 5,400 良質土 4t車 600

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 4,500 5,400 5,400 改良土10ｔ車 750 1,125 900

レキ質土 4,500 5,400 5,400 改良土 6t車 750 1,125 900

粘性土 6,300 7,200 7,200 改良土 4t車 750 1,125 900

高含水粘性土 9,000 9,900 9,900 良質土10ｔ車

改良土 4,500 5,400 5,400 良質土 6t車

その他（砕石混り土砂） 良質土 4t車

夜間使用料（ｵﾍﾟ付） 200,000/日 夜間使用料(オペ付)

砂質土 2,520 改良土10ｔ車

レキ質土 2,520 改良土 6t車

粘性土 3,600 改良土 4t車

高含水粘性土 良質土10ｔ車 750

改良土 良質土 6t車 750

その他（　　　） 良質土 4t車 750

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 3,600 改良土10ｔ車 500

レキ質土 3,600 改良土 6t車 500

粘性土 改良土 4t車 500

高含水粘性土 良質土10ｔ車

改良土 良質土 6t車

その他（　　　） 良質土 4t車

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 3,240 改良土10ｔ車 750

レキ質土 3,240 改良土 6t車 750

粘性土 5,400 改良土 4t車 750

高含水粘性土 6,300 良質土10ｔ車 450

改良土 3,240 良質土 6t車 450

その他（　　　） 良質土 4t車 450

夜間使用料(オペ付) 20,000/日 20,000/日 夜間使用料(オペ付)

6
 株式会社　大阪砕石工業所　宝塚工

場

兵庫県宝塚市川
面字長尾山15-

14

兵庫県宝塚市川
面字長尾山15-

122

22
≀
23

24
≀
25

8  新光テック株式会社
和歌山市本町4

丁目55番地
和歌山市湊字青
岸の坪1342-61

26
≀
27

７  株式会社　田中浚渫工業
大阪府八尾市木
の本五丁目49番

地

大阪府大阪市大
正区鶴町5丁目

6-58

28
≀
29

10  株式会社　角野
大阪府羽曳野市

河原城813-1
大阪府羽曳野市

河原城813-1

30
≀
31

9  有限会社　中継センター
大阪府摂津市学
園町二丁目9番
22号101号室

大阪府茨木市豊
川五丁目23番25

号

　＊　受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
  ＊　受入価格(円/㎥)は、地山換算係数1.8(ｔ/㎥)又は土量変化率（1.2）を用いて受入価格（円/t）又は（円/ほぐし土㎥）を換算している場合がある。 5



令和２年度 上半期　建設発生土受入価格／再生土販売価格 【再資源化施設】：トラックスケールによる重量管理を行っている施設

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

品　目
受入価格　円／地山m3（税抜）

(=t単価×1.8)

再生土販売価格〔工場渡し〕

        円/ほぐしm
3
（税抜）

(=t単価×1.5)
調査票
ページ

連番 会社名
事務所
所在地

受入場所
所 在 地

砂質土 5,040 改良土10ｔ車

レキ質土 5,040 改良土 6t車

粘性土 6,600 改良土 4t車

高含水粘性土 7,920 良質土10ｔ車 500 600

改良土 5,040 良質土 6t車 500 600

その他（　　　） 9,600 良質土 4t車 500 600

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 6,000 改良土10ｔ車

レキ質土 6,000 改良土 6t車

粘性土 10,200 改良土 4t車

高含水粘性土 12,000 良質土10ｔ車 300 600 600

改良土 良質土 6t車 300 600 600

その他（　　　） 良質土 4t車 300 600 600

夜間使用料(オペ付) 30,000/日 30,000/日 夜間使用料(オペ付)

砂質土 2,880 3,780 改良土10ｔ車 150 150

レキ質土 2,880 3,780 改良土 6t車 225 225

粘性土 2,880 3,780 改良土 4t車 300 300

高含水粘性土 2,880 3,780 良質土10ｔ車

改良土 2,880 3,780 良質土 6t車

その他（　　　） 良質土 4t車

夜間休日使用料(オペ付) 50,000/日 夜間使用料(オペ付)

砂質土 3,240 3,960 3,960 改良土10ｔ車 600 900 900

レキ質土 3,240 3,960 3,960 改良土 6t車 600 900 900

粘性土 4,140 4,860 4,860 改良土 4t車 600 900 900

高含水粘性土 5,580 6,300 6,300 良質土10ｔ車

改良土 2,700 3,420 3,420 良質土 6t車

その他（　　　） 良質土 4t車

夜間使用料(オペ付) 50,000/日 50,000/日 夜間使用料(オペ付) 50,000/日 50,000/日

砂質土 3,600 改良土10ｔ車 2,000

レキ質土 3,600 改良土 6t車 2,000

粘性土 6,000 改良土 4t車 2,000

高含水粘性土 良質土10ｔ車

改良土 良質土 6t車

その他（　　　） 良質土 4t車

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

32
≀
33

12  有限会社 ツカサ建設
大阪府高槻市登
町13番7

大阪府高槻市野
田東二丁目673
番1

34
≀
36

11  株式会社　東和興業
大阪府南河内郡
太子町大字太子

720-1

大阪府南河内郡
太子町大字太子

720-1

37
≀
38

14  株式会社　黒川工業
大阪府富田林市
南大伴町1丁目
8-13

大阪府富田林市
南大伴町三丁目
13-13

39
≀
40

13  株式会社　TOC
大阪市西成区津

守3-8-80
大阪市西成区津

守3-8-80

41
≀
43

15  株式会社　安田組
大阪府富田林市
若松町西1丁目
1834番地の1

大阪府富田林市
大字佐備1086番

1

　＊　受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
  ＊　受入価格(円/㎥)は、地山換算係数1.8(ｔ/㎥)又は土量変化率（1.2）を用いて受入価格（円/t）又は（円/ほぐし土㎥）を換算している場合がある。 6



令和２年度 上半期　建設発生土受入価格／再生土販売価格 【再資源化施設】：トラックスケールによる重量管理を行っている施設

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

品　目
受入価格　円／地山m3（税抜）

(=t単価×1.8)

再生土販売価格〔工場渡し〕

        円/ほぐしm
3
（税抜）

(=t単価×1.5)
調査票
ページ

連番 会社名
事務所
所在地

受入場所
所 在 地

砂質土 3,960 改良土10ｔ車 600

レキ質土 3,960 改良土 6t車 600

粘性土 3,960 改良土 4t車 600

高含水粘性土 5,400 良質土10ｔ車

改良土 3,960 良質土 6t車

その他（堆積土砂などの根混じり土砂） 7,200 良質土 4t車

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 2,880 4,032 4,032 改良土10ｔ車 1,200

レキ質土 2,880 4,032 4,032 改良土 6t車

粘性土 2,880 4,032 4,032 改良土 4t車

高含水粘性土 9,000 12,600 12,600 良質土10ｔ車 1,200

改良土（産廃でないもの） 2,880 4,032 4,032 良質土 6t車

その他（　　　） 良質土 4t車

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 5,400 改良土10ｔ車 1,500

レキ質土 5,400 改良土 6t車 1,500

粘性土 5,400 改良土 4t車 1,500

高含水粘性土 良質土10ｔ車

改良土 良質土 6t車

その他（　　　） 良質土 4t車

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 3,600 4,320 改良土10ｔ車 795 1,200

レキ質土 3,600 4,320 改良土 6t車 795 1,200

粘性土 6,300 7,020 改良土 4t車 795 1,200

高含水粘性土 7,200 7,920 良質土10ｔ車

改良土 3,600 4,320 良質土 6t車

その他（　　　） 良質土 4t車

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

16  カミコーポレーション
大阪府大東灰塚

6－3－20
大阪府堺市南区

釜室407－4

44
≀
45

18  株式会社　杉谷工房
京都府乙訓郡大
山崎町字円明寺

小字開キ3

京都府乙訓郡大
山崎町字円明寺

小字開キ3

48
≀
50

17  株式会社　西宮資材
西宮市西宮浜1

丁目46番地
西宮市西宮浜2

丁目42番地

46
≀
47

19  株式会社　北港ロード
大阪市此花区北

港1-4-132
大阪市此花区北

港1-4-132

51
≀
52

　＊　受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
  ＊　受入価格(円/㎥)は、地山換算係数1.8(ｔ/㎥)又は土量変化率（1.2）を用いて受入価格（円/t）又は（円/ほぐし土㎥）を換算している場合がある。 7



令和２年度 上半期　建設発生土受入価格／再生土販売価格 【再資源化施設】：トラックスケール以外の方法による管理を行っている施設

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

砂質土 10,440 13,680 改良土10ｔ車 6,000 7,500

レキ質土 10,440 13,680 改良土 6t車 6,000 7,500

粘性土 改良土 4t車 6,000 7,500

高含水粘性土 良質土10ｔ車

改良土 7,200 7,200 良質土 6t車

その他（　　　） 良質土 4t車

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 3,600 改良土10ｔ車 500

レキ質土 4,320 改良土 6t車 500

粘性土 8,640 改良土 4t車 500

高含水粘性土 良質土10ｔ車 500

改良土 5,760 良質土 6t車 500

その他（　　　） 良質土 4t車 500

夜間使用料(オペ付) 50,000/日 夜間使用料(オペ付)

砂質土 5,940 7,020 7,020 改良土10ｔ車 2,850 3,750 3,750

レキ質土 5,940 7,020 7,020 改良土 6t車 2,850 3,750 3,750

粘性土 7,380 9,000 9,000 改良土 4t車 2,850 3,750 3,750

高含水粘性土 10,800 13,860 13,860 良質土10ｔ車 2,250 3,300 3,300

改良土 5,940 6,660 6,660 良質土 6t車 2,250 3,300 3,300

その他（　　　） 良質土 4t車 2,250 3,300 3,300

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 7,200 改良土10ｔ車 500

レキ質土 7,200 改良土 6t車 500

粘性土 8,460 改良土 4t車 500

高含水粘性土 良質土10ｔ車

改良土 良質土 6t車

その他（　　　） 良質土 4t車

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 8,640 改良土10ｔ車

レキ質土 8,640 改良土 6t車 3,200

粘性土 11,520 改良土 4t車 3,200

高含水粘性土 良質土10ｔ車

改良土 6,000 良質土 6t車

その他（　　　） 良質土 4t車

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

連番 会社名
事務所
所在地

受入場所
所 在 地

品　目
受入価格　円／地山m3（税抜）

(=t単価×1.8)

再生土販売価格〔工場渡し〕

        円/ほぐしm
3
（税抜）

(=t単価×1.5)
調査票
ページ

58
≀
59

23  光耀建設株式会社
大阪府豊中市熊
野町4丁目23番

18号

大阪府豊中市箕
輪3丁目6番

60
≀
61

22  株式会社　田中建興
大阪府八尾市南
木の本5丁目16

番地

大阪府八尾市南
木の本5丁目16

番地

20  株式会社　邦光
大阪府八尾市志
紀町南2丁目84

番地

大阪府八尾市志
紀町南2丁目84

番地

24  有限会社　トウケン工業
大阪府八尾市南
太子堂4丁目2番

24号

大阪府八尾市南
太子堂4丁目2番

24号

62
≀
63

53
≀
55

21  株式会社　北摂産業
大阪府門真市舟
田町25番10－

202号

大阪府枚方市南
中振

3丁目15番1,2

56
≀
57

R2.10.16追記（訂正）

ただし、単価適用年月日が

R2.8.1～R2.9.1においては、

3,000とする。

　＊　受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
  ＊　受入価格(円/㎥)は、地山換算係数1.8(ｔ/㎥)又は土量変化率（1.2）を用いて受入価格（円/t）又は（円/ほぐし土㎥）を換算している場合がある。 8



令和２年度 上半期　建設発生土受入価格／再生土販売価格 【再資源化施設】：トラックスケール以外の方法による管理を行っている施設

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

連番 会社名
事務所
所在地

受入場所
所 在 地

品　目
受入価格　円／地山m3（税抜）

(=t単価×1.8)

再生土販売価格〔工場渡し〕

        円/ほぐしm
3
（税抜）

(=t単価×1.5)
調査票
ページ

砂質土 6,000 7,800 7,800 改良土10ｔ車 1,200 1,500 1,500

レキ質土 6,600 7,800 7,800 改良土 6t車 1,500 2,000 2,000

粘性土 7,200 8,400 8,400 改良土 4t車 1,500 2,000 2,000

高含水粘性土 9,000 10,200 10,200 良質土10ｔ車

改良土 6,600 7,800 7,800 良質土 6t車

その他（　　　） 良質土 4t車

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 3,600 改良土10ｔ車 1,500

レキ質土 3,600 改良土 6t車 1,500

粘性土 4,800 改良土 4t車 1,500

高含水粘性土 6,000 良質土10ｔ車 1,000

改良土 3,600 良質土 6t車 1,000

その他（砕石混り土砂） 良質土 4t車 1,000

夜間使用料（ｵﾍﾟ付） 夜間使用料(オペ付)

砂質土 9,000 改良土10ｔ車 3,750

レキ質土 9,000 改良土 6t車 3,750

粘性土 11,250 改良土 4t車 3,750

高含水粘性土 良質土10ｔ車 3,000

改良土 9,000 良質土 6t車 3,000

その他（　　　） 良質土 4t車 3,000

夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

砂質土 5,520 9,000 7,260 改良土10ｔ車 2,000 3,000 2,500
レキ質土 5,520 9,000 7,260 改良土 6t車 2,000 3,000 2,500
粘性土 6,720 11,040 17,760 改良土 4t車 2,000 3,000 2,500
高含水粘性土 11,040 17,760 14,400 良質土10ｔ車
改良土 良質土 6t車
その他（　　　） 良質土 4t車
夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)
砂質土 4,200 改良土10ｔ車 1,200
レキ質土 7,200 改良土 6t車 1,200
粘性土 14,400 改良土 4t車 1,200
高含水粘性土 良質土10ｔ車
改良土 良質土 6t車
その他（　　　） 良質土 4t車 300
夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

25  株式会社　永将建設
大阪府八尾市郡
川3丁目50番地

大阪府八尾市郡
川2丁目44番・45

番

64
≀
65

70
≀
71

27  株式会社　文岩組
大阪府八尾市田

井中3-63

大阪府八尾市八
尾木（大字）134-

1

68
≀
69

26  株式会社　田中浚渫工業
大阪府八尾市木
の本五丁目49番

地

大阪府南河内郡
河南町大字東山

45-3

66
≀
67

29  株式会社　三野商店
吹田市南高浜町

35-1
吹田市南高浜町

35-1

72
≀
73

28  株式会社　リビングコダマ
大阪府柏原市平

野1-8-35
大阪府羽曳野市

誉田1694番2

　＊　受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
  ＊　受入価格(円/㎥)は、地山換算係数1.8(ｔ/㎥)又は土量変化率（1.2）を用いて受入価格（円/t）又は（円/ほぐし土㎥）を換算している場合がある。 9



令和２年度 上半期　建設発生土受入価格／再生土販売価格 【再資源化施設】：トラックスケール以外の方法による管理を行っている施設

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

連番 会社名
事務所
所在地

受入場所
所 在 地

品　目
受入価格　円／地山m3（税抜）

(=t単価×1.8)

再生土販売価格〔工場渡し〕

        円/ほぐしm
3
（税抜）

(=t単価×1.5)
調査票
ページ

砂質土 5,760 改良土10ｔ車 1,500
レキ質土 5,760 改良土 6t車 1,500
粘性土 7,200 改良土 4t車 1,500
高含水粘性土 10,440 良質土10ｔ車 1,600
改良土 5,760 良質土 6t車 1,600
その他（砕石混り土砂） 良質土 4t車 1,600
夜間使用料（ｵﾍﾟ付） 夜間使用料(オペ付)
砂質土 4,200 改良土10ｔ車
レキ質土 4,200 改良土 6t車
粘性土 4,800 改良土 4t車 500
高含水粘性土 6,000 良質土10ｔ車
改良土 良質土 6t車
その他（　　　） 良質土 4t車 300
夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)
砂質土 7,200 9,600 9,600 改良土10ｔ車 2,000 3,000 3,000
レキ質土 7,200 9,600 9,600 改良土 6t車 2,000 3,000 3,000
粘性土 9,600 12,000 12,000 改良土 4t車 2,000 3,000 3,000
高含水粘性土 良質土10ｔ車 1,000 1,500 1,500
改良土 7,200 9,600 9,600 良質土 6t車 1,000 1,500 1,500
その他（　　　） 良質土 4t車 1,000 1,500 1,500
夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)
砂質土 3,600 改良土10ｔ車 600
レキ質土 3,600 改良土 6t車 600
粘性土 9,000 改良土 4t車 600
高含水粘性土 良質土10ｔ車 450
改良土 5,400 良質土 6t車 450
その他（　　　） 良質土 4t車 450
夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)
砂質土 6,240 7,800 7,800 改良土10ｔ車
レキ質土 6,240 7,800 7,800 改良土 6t車
粘性土 7,800 9,720 9,720 改良土 4t車 1,800 2,200 2,200
高含水粘性土 11,400 14,400 14,400 良質土10ｔ車
改良土 6,240 7,800 7,800 良質土 6t車
その他（　　　） 良質土 4t車
夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

30  三都建設株式会社
大阪府藤井寺市
小山新町1番20

号

大阪府羽曳野市
川向238番地

74
≀
75

32  株式会社　上之島水道
大阪府八尾市東
山本町8-6-43

大阪府八尾市東
町4丁目30-3

80
≀
81

31  株式会社　摂津産業
大阪府摂津市鳥
飼八町2丁目10-

14

大阪府摂津市鳥
飼八町2丁目10-

14

76
≀
79

34  株式会社　田中組
大阪府羽曳野市

尺度285
大阪府羽曳野市

尺度206

85
≀
86

33  株式会社山本興業
大阪府茨木市安
威三丁目15番5

号

大阪府茨木市大
字清阪31－1

82
≀
84

　＊　受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
  ＊　受入価格(円/㎥)は、地山換算係数1.8(ｔ/㎥)又は土量変化率（1.2）を用いて受入価格（円/t）又は（円/ほぐし土㎥）を換算している場合がある。 10



令和２年度 上半期　建設発生土受入価格／再生土販売価格 【再資源化施設】：トラックスケール以外の方法による管理を行っている施設

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

連番 会社名
事務所
所在地

受入場所
所 在 地

品　目
受入価格　円／地山m3（税抜）

(=t単価×1.8)

再生土販売価格〔工場渡し〕

        円/ほぐしm
3
（税抜）

(=t単価×1.5)
調査票
ページ

砂質土 6,000 改良土10ｔ車
レキ質土 6,000 改良土 6t車
粘性土 7,200 改良土 4t車
高含水粘性土 良質土10ｔ車 500
改良土 6,000 良質土 6t車 500
その他（　　　） 良質土 4t車 500
夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)
砂質土 3,000 改良土10ｔ車
レキ質土 3,000 改良土 6t車
粘性土 6,000 改良土 4t車
高含水粘性土 6,600 良質土10ｔ車 1,500
改良土 3,000 良質土 6t車 1,500
その他（　　　） 良質土 4t車 1,500
夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)
砂質土 4,800 改良土10ｔ車 500
レキ質土 4,800 改良土 6t車 500
粘性土 6,000 改良土 4t車 500
高含水粘性土 良質土10ｔ車 1,800
改良土 4,800 良質土 6t車 1,800
その他（　　　） 良質土 4t車 1,800
夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)
砂質土 9,000 12,600 改良土10ｔ車
レキ質土 9,000 12,600 改良土 6t車 3,750 4,950
粘性土 12,600 17,100 改良土 4t車 3,750 4,950
高含水粘性土 良質土10ｔ車
改良土 8,100 10,800 良質土 6t車 3,000 4,500
その他（　　　） 良質土 4t車 3,000 4,500
夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)
砂質土 6,300 改良土10ｔ車
レキ質土 6,300 改良土 6t車
粘性土 7,200 改良土 4t車
高含水粘性土 良質土10ｔ車 2,250
改良土 良質土 6t車 2,250
その他（　　　） 良質土 4t車 2,250
夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

87
≀
88

36  株式会社　豊工業
大阪府羽曳野市
野々上3-7-20

大阪府羽曳野市
飛鳥365番地

89
≀
90

35 株式会社　安政
大阪府富田林市
西板持町2-1-38

大阪府富田林市
大字西板持町1-

241

38  株式会社　拓有土木
大阪府八尾市東

町4丁目26番
大阪府八尾市東

町4丁目26番

93
≀
94

37  ホクセツ土木株式会社
大阪府茨木市大
字千提寺274番

地

大阪府茨木市大
字千提寺107－1

番地

91
≀
92

95
≀
96

39  株式会社　堂領工建社
大阪府羽曳野市

野251
大阪府堺市美原
区多治井531-1

　＊　受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
  ＊　受入価格(円/㎥)は、地山換算係数1.8(ｔ/㎥)又は土量変化率（1.2）を用いて受入価格（円/t）又は（円/ほぐし土㎥）を換算している場合がある。 11
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(様式－２）
６．受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率（％）を記入して下さい。

１．会社情報 記入日 処理率（概数） 摘　　　要

所在地 〒584-0025 　１．　　改良土として販売 　（　第1～3種建設発生土　） ％　 　 7．へ

大阪府富田林市若松町西1丁目1834番地の1 　２．　　良質土として販売 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　 7．へ

フリガナ カブシキカイシャ　ヤスダグミ 　３．　　他の工事現場で利用 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

会社名 株式会社 安田組 　４．　　自社で埋立処分 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

　５．　　他の埋立地に搬出 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

連絡先 TEL　0721-25-0809 FAX　0721-26-3105 　６．　　その他（他のリサイクル施設に搬出　　　）　（　第4種建設発生土　） ％　 　様式３へ

７．再生土（改良土及び良質土）の販売価格について

２．建設発生土受入及び再生土販売場所　（所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと） 改良土

受入場所 〒584-0052

所在地 大阪府富田林市大字佐備1086番1 改良方法

TEL　0721-35-6766 FAX　0721-35-6766

　１．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　３．乾燥

　４．粒度調整（ふるいのみ） 　５．粒度調整（他粒度分布の付加）

2500 ㎡ 300　m3 　１．なし

　１．なし

３．建設発生土受入場所の許可等 　１．なし

受入場所の産業廃棄物処理業の許可 ２．あり　（標準品の目安試験結果：　0.05mg/ℓ　）　　

１．なし ２．あり（　中間　・　安定　・　管理　） 　　　　　 （標準品の目安試験結果：　　　　　　　　　　　　）　

（　　年　　月　　日付け　　　　　　　第　　　　　　　号） 　１．なし

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無

１．なし ２．あり　（自治体等の名称：　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　

関係法令に定める諸手続きの有無 ストック量 100 ｍ3

１．土地・建物に関する法令 ２．環境・その他に関する法令

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 2,000
・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 2,000

2,000
地区１（　　 　　）

４．受入建設発生土の種類及び受入価格 地区２（　 　　　）

ｔ車 地区３（　　　 　）

地区４（ 　　　　）

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日 地区５（　 　　　）
時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

砂質土 3,000
レキ質土 3,000 　１．砂質土 ２．レキ質土 ３．粘性土 ４．高含水比粘性土 ５．その他（　　　　　　　　　　）

粘性土 5,000
高含水粘性土 　１．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　３．乾燥 ４．粒度調整（ふるいのみ）

改良土 　５．粒度調整（他粒度分布との付加）

その他 （　　　　　　　　） 　１．なし

夜間使用料（オペ付） 円/日 （備考：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　１．なし

　１．なし

５．受入規準 　１．なし

発生源地域の制限 １．なし ２．あり（　　　　             　　　　　　　　                 　　）
受入土質の制限 １．なし ２．あり

（　汚染土不可  　　　　　　　　                        　　　　） ストック量 ｍ3

最大粒径の制限 １．なし ２．あり（　30cm×30cm　以下に限る　）
含有物の制限 １．なし ２．あり（　木片、有害物、高含水比の土砂不可　） 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日
収集運搬の制限 １．なし ２．あり 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

　ァ　自社工事分のみ
　ィ　自社収集運搬分のみ
　ゥ　持込業者を限定している
　ェ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 地区１（　　 　　）

受入期間 １．特になし 　２．令和　　　年　　　月　　　日　から　令和　　　年　　　月　　　日 地区２（　 　　　）
搬入車両の制限 １．なし ２．あり（ア．大型車１０ｔ以下　イ．６ｔ車以下　ウ．４ｔ車以下　エ．２t車以下） 地区３（　　　 　）
受入時間 　　　時　　　　分　　～　　　　時　　　分　　（夜間は　　　時　　　分　　～　　　時　　　分） 地区４（ 　　　　）
受入休日 　曜日 地区５（　 　　　）
その他 １．特になし ２．（　　　　　　　　　　        　　　　　　　　                      　　） ※再生土の区分について

　改良土：　受入土に固化材（石灰系またはセメント系）を混合し安定処理したもの。良質土：　受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法（安定処理以外）で処理したもの。

工場渡し（大型車）
工場渡し（6ｔ車）
工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

販　売　価　格
円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕

その他試験の実施 ２．あり

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処理前の性状
（複数回答可）

処理方法
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

粒度試験(JIS A1204)の実施 ２．あり

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　　　　　　（標準品の目安試験結果：　　　　　　　　　　　　）　

設計（修正）CBR試験の実施 ２．あり

含水比試験(JIS A1203)の実施

工場渡し（大型車）

工場渡し（6ｔ車）

工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

２．あり

含水比試験(JIS A1203)の実施 ２．あり　（標準品の目安試験結果：　25％以下　　）　

その他試験の実施 ２．あり

屋内　　・　　屋外

販　売　価　格

円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕

（　　　　コーン指数試験　　　　　） 　　　　　　（標準品の目安試験結果：　800KN/㎡以上　）　

令和２年度 上半期　建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査　

　　　　　　調　　　　　　　査　　　　　　　票

敷地面積 受入可能量

※大型車での持込み価格を記入。  大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。　→　

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

処　　理　　方　　法

大阪府都市整備部

良質土

　 令和　　　2　年　　6　月　　19　日 処理対象となる土の性状 保　管　場　所

屋内　　・　　屋外

改良前の性状
（複数回答可）

その他処理内容
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

３．粘性土

円/ｍ３　(税抜き）〔ほぐした状態〕

受入建設発生土の種類

円/ｔ　(税抜き）

粒度試験(JIS A1204)の実施 ２．あり　（標準品の目安試験結果：　25mm以下　）

設計（修正）CBR試験の実施 ２．あり　（標準品の目安試験結果：　20％以上　　）　

２．レキ質土　１．砂質土 ４．高含水比粘性土 ５．その他（　　　　　　　　　）

　１．なし土壌環境項目の確認の実施

固化材種類 １．石灰系 ２．セメント系
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（株）安田組　リサイクル工場

施設敷地図（平面図）

事務所

出
入
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路
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(様式－２）
６．受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率（％）を記入して下さい。

１．会社情報 記入日 処理率（概数） 摘　　　要

所在地 〒560-0014 　１．　　改良土として販売 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　 7．へ

大阪府豊中市熊野町4丁目23番18号 　２．　　良質土として販売 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　 7．へ

フリガナ コウヨウケンセツ 　３．　　他の工事現場で利用 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

会社名 光耀建設株式会社 　４．　　自社で埋立処分 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

　５．　　他の埋立地に搬出 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

連絡先 TEL FAX 　６．　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

06-6846-3713 06-6849-1821

７．再生土（改良土及び良質土）の販売価格について

２．建設発生土受入及び再生土販売場所　（所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと） 改良土

受入場所 〒560-0035

所在地 大阪府豊中市箕輪３丁目６番 改良方法

TEL FAX

06-6852-8170 06-6852-8170 　１．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　３．乾燥

　４．粒度調整（ふるいのみ） 　５．粒度調整（他粒度分布の付加）

825.64㎡ 　リサイクルする為限定不可 m3 　１．なし

　１．なし

３．建設発生土受入場所の許可等 　１．なし

受入場所の産業廃棄物処理業の許可

１．なし ２．あり（　中間　・　安定　・　管理　）

（　　年　　月　　日付け　　　　　　　第　　　　　　　号） 　１．なし

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無

１．なし ２．あり　（自治体等の名称：　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　

関係法令に定める諸手続きの有無 ストック量 50 ｍ3 積込重機のバケット容量が1.0ｍ3である為、それにて管理する。

１．土地・建物に関する法令 ２．環境・その他に関する法令

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 500

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 500

500

地区１（　　 　　）

４．受入建設発生土の種類及び受入価格 地区２（　 　　　）

ｔ車 地区３（　　　 　）

地区４（ 　　　　）

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日 地区５（　 　　　）
8時30分　～　18時00分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

砂質土 4,000

レキ質土 4,000 　１．砂質土 ２．レキ質土 ３．粘性土 ４．高含水比粘性土 ５．その他（　　　　　　　　　　）

粘性土 4,700

高含水粘性土 　１．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　３．乾燥 ４．粒度調整（ふるいのみ）

改良土 　５．粒度調整（他粒度分布との付加）

その他 （　　　　　　　　） 　１．なし

夜間使用料（オペ付） 円/日 （備考：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　１．なし

　１．なし

５．受入規準 　１．なし

発生源地域の制限 １．なし ２．あり（　　　　             　　　　　　　　                 　　）
受入土質の制限 １．なし ２．あり

（　 　　　　　　　  　　　　　　　　                        　　　　） ストック量 ｍ3

最大粒径の制限 １．なし ２．あり（　　　　        　　　　　　　　                      　　）
含有物の制限 １．なし ２．あり（　　　　        　　　　　　　　                      　　） 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日
収集運搬の制限 １．なし ２．あり 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

　ァ　自社工事分のみ
　ィ　自社収集運搬分のみ
　ゥ　持込業者を限定している
　ェ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 地区１（　　 　　）

受入期間 １．特になし 　２．令和　　　年　　　月　　　日　から　令和　　　年　　　月　　　日 地区２（　 　　　）
搬入車両の制限 １．なし ２．あり（ア．大型車１０ｔ以下　イ．６ｔ車以下　ウ．４ｔ車以下　エ．２t車以下） 地区３（　　　 　）
受入時間 　　　8　時　30　分　　～　　18　時　00　分　　（夜間は　　　時　　　分　　～　　　時　　　分） 地区４（ 　　　　）
受入休日 　曜日 地区５（　 　　　）
その他 １．特になし ２．（　　　　　　　　　　        　　　　　　　　                      　　） ※再生土の区分について

　改良土：　受入土に固化材（石灰系またはセメント系）を混合し安定処理したもの。良質土：　受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法（安定処理以外）で処理したもの。

２．レキ質土　１．砂質土 ４．高含水比粘性土 ５．その他（　　　　　　　　　）

　１．なし  ２．あり　土壌環境項目の確認の実施

固化材種類 １．石灰系 ２．セメント系

３．粘性土

円/ｍ３　(税抜き）〔ほぐした状態〕

受入建設発生土の種類

円/ｔ　(税抜き）

粒度試験(JIS A1204)の実施 ２．あり   （標準品の目安試験結果：　　19mm　　　　）　

設計（修正）CBR試験の実施 ２．あり   （標準品の目安試験結果：　　81％   　　　）　

大阪府都市整備部

良質土

　 令和　２　年　６　月　　８　　日 処理対象となる土の性状 保　管　場　所

屋内　　・　　屋外

改良前の性状
（複数回答可）

その他処理内容
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

令和２年度 上半期　建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査　

　　　　　　調　　　　　　　査　　　　　　　票

敷地面積 受入可能量

※大型車での持込み価格を記入。  大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。　→　

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

処　　理　　方　　法

含水比試験(JIS A1203)の実施 ２．あり   （標準品の目安試験結果：　　8.7％　　　　）　

その他試験の実施 ２．あり

屋内　　・　　屋外

販　売　価　格

円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕

（　　　六価クロム抽出試験　　）              （標準品の目安試験結果：　　0.02mg/Ｌ未満　）　

（　　　コーン指数　　　　　　　　）              （標準品の目安試験結果：　　4852ＫＮ/ｍ2　　）　

設計（修正）CBR試験の実施 ２．あり

含水比試験(JIS A1203)の実施

工場渡し（大型車）

工場渡し（6ｔ車）

工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

２．あり

その他試験の実施 ２．あり

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処理前の性状
（複数回答可）

処理方法
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

粒度試験(JIS A1204)の実施 ２．あり

工場渡し（大型車）
工場渡し（6ｔ車）
工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

販　売　価　格
円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕
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(様式－２）
６．受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率（％）を記入して下さい。

１．会社情報 記入日 処理率（概数） 摘　　　要

所在地 〒　581-0042 　１．　　改良土として販売 85% 　 7．へ

大阪府八尾市南木の本五丁目49番地 　２．　　良質土として販売 15% 　 7．へ

フリガナ カブシキガイシャ　タナカシュンセツコウギョウ 　３．　　他の工事現場で利用 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

会社名 　４．　　自社で埋立処分 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

　５．　　他の埋立地に搬出 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

連絡先 TEL 072-998-4131 FAX 072-998-4138 　６．　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

７．再生土（改良土及び良質土）の販売価格について

２．建設発生土受入及び再生土販売場所　（所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと） 改良土

受入場所 〒　585-0001

所在地 　大阪府南河内郡河南町大字東山45-3 改良方法

TEL 0721-93-1504 FAX 0721-93-1548

　１．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　３．乾燥

　４．粒度調整（ふるいのみ） 　５．粒度調整（他粒度分布の付加）

3,441　㎡ 3,000　m3 　１．なし

　１．なし

３．建設発生土受入場所の許可等 　１．なし

受入場所の産業廃棄物処理業の許可

１．なし ２．あり（　中間　・　安定　・　管理　）

（　　年　　月　　日付け　　　　　　　第　　　　　　　号） 　１．なし

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無

１．なし ２．あり　（自治体等の名称：　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　

関係法令に定める諸手続きの有無 ストック量 500 ｍ3 　　※積込時のバケットの容量で重量管理

１．土地・建物に関する法令 ２．環境・その他に関する法令

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 1,500

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 1,500

1,500

地区１（大阪府内） 別途見積

４．受入建設発生土の種類及び受入価格 地区２（　 　　　）

ｔ車 地区３（　　　 　）

地区４（ 　　　　）

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日 地区５（　 　　　）
時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

砂質土 3,000

レキ質土 3,000 　１．砂質土 ２．レキ質土 ３．粘性土 ４．高含水比粘性土 ５．その他（　　　　　　　　　　）

粘性土 4,000

高含水粘性土 5,000 　１．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　３．乾燥 ４．粒度調整（ふるいのみ）

改良土 3,000 　５．粒度調整（他粒度分布との付加）

その他 （　　　　　　　　） 　１．なし

夜間使用料（オペ付） 円/日 （備考：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　１．なし

　１．なし

５．受入規準 　１．なし

発生源地域の制限 １．なし ２．あり（　　　　             　　　　　　　　                 　　）
受入土質の制限 １．なし ２．あり

（　 　　　　　　　  　　　　　　　　                        　　　　） ストック量 500 ｍ3 　　※積込時のバケットの容量で重量管理

最大粒径の制限 １．なし ２．あり（　30×30×30cm以下に限る　　）
含有物の制限 １．なし ２．あり（　木片・がれき類・有害物含有の土砂は不可　　） 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日
収集運搬の制限 １．なし ２．あり 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

　ァ　自社工事分のみ 1,000
　ィ　自社収集運搬分のみ 1,000
　ゥ　持込業者を限定している 1,000
　ェ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 地区１（大阪府内） 別途見積

受入期間 １．特になし 　２．令和　　　年　　　月　　　日　から　令和　　　年　　　月　　　日 地区２（　 　　　）
搬入車両の制限 １．なし ２．あり（ア．大型車１０ｔ以下　イ．６ｔ車以下　ウ．４ｔ車以下　エ．２t車以下） 地区３（　　　 　）
受入時間 8　時　30　分　　～　17　時　00　分　　（夜間は、搬入不可） 地区４（ 　　　　）
受入休日 日曜日、祝日 地区５（　 　　　）
その他 １．特になし ２．（　　　　　　　　　　        　　　　　　　　                      　　） ※再生土の区分について

　改良土：　受入土に固化材（石灰系またはセメント系）を混合し安定処理したもの。良質土：　受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法（安定処理以外）で処理したもの。

工場渡し（大型車）
工場渡し（6ｔ車）
工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

販　売　価　格
円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕

その他試験の実施 ２．あり

（　　溶質試験　分析　　　　　　　）

処理前の性状
（複数回答可）

処理方法
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

粒度試験(JIS A1204)の実施 ２．あり

設計（修正）CBR試験の実施 ２．あり

含水比試験(JIS A1203)の実施

工場渡し（大型車）

工場渡し（6ｔ車）

工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

２．あり

２．あり

屋内　　・　　屋外

販　売　価　格

円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．その他（　　　　　　　　　）

令和２年度 上半期　建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査　

　　　　　　調　　　　　　　査　　　　　　　票

敷地面積 受入可能量

※大型車での持込み価格を記入。  大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。　→　

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

処　　理　　方　　法

大阪府都市整備部

良質土

　 令和　2　年　6　月　8　日 処理対象となる土の性状 保　管　場　所

屋内　　・　　屋外

改良前の性状
（複数回答可）

その他処理内容
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

円/ｍ３　(税抜き）〔ほぐした状態〕

受入建設発生土の種類

円/ｔ　(税抜き）

粒度試験(JIS A1204)の実施 ２．あり

設計（修正）CBR試験の実施 ２．あり

含水比試験(JIS A1203)の実施 ２．あり

その他試験の実施

　１．なし ２．あり　土壌環境項目の確認の実施

固化材種類 １．石灰系 ２．セメント系

３．粘性土

株式会社 田中浚渫工業

　（　第1・2種建設発生土　）

　（　第1・2種建設発生土　）

２．レキ質土　１．砂質土 ４．高含水比粘性土
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(様式－２）
６．受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率（％）を記入して下さい。

１．会社情報 記入日 処理率（概数） 摘　　　要

所在地 〒581-0095 　１．　　改良土として販売 　（第1･2･3種建設発生土） 80% 　 7．へ

大阪府八尾市田井中3-63 　２．　　良質土として販売 　（第1・2種建設発生土　） 20% 　 7．へ

フリガナ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ﾌﾐｲﾜｸﾞﾐ 　３．　　他の工事現場で利用 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

会社名 株式会社　文岩組 　４．　　自社で埋立処分 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

　５．　　他の埋立地に搬出 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

連絡先 TEL　072-949-0051 FAX　072-949-3050 　６．　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

７．再生土（改良土及び良質土）の販売価格について

２．建設発生土受入及び再生土販売場所　（所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと） 改良土

受入場所 〒　581-0027

所在地 　　　　　大阪府八尾市八尾木（大字）134-1 改良方法

TEL　072-949-6228 FAX　072-949-3050

　１．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　３．乾燥

　４．粒度調整（ふるいのみ） 　５．粒度調整（他粒度分布の付加）

2500　　　　　㎡ 350　　　m3 　１．なし

　１．なし

３．建設発生土受入場所の許可等 　１．なし

受入場所の産業廃棄物処理業の許可

１．なし ２．あり（　中間　・　安定　・　管理　）

（　　年　　月　　日付け　　　　　　　第　　　　　　　号） 　１．なし

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無

１．なし ２．あり　（自治体等の名称：　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　

関係法令に定める諸手続きの有無 ストック量 ｍ3

１．土地・建物に関する法令 ２．環境・その他に関する法令

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 2500

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 2500

2500

地区１（　　 　　）

４．受入建設発生土の種類及び受入価格 地区２（　 　　　）

ｔ車 地区３（　　　 　）

地区４（ 　　　　）

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日 地区５（　 　　　）
時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

砂質土 5000

レキ質土 5000 　１．砂質土 ２．レキ質土 ３．粘性土 ４．高含水比粘性土 ５．その他（　　　　　　　　　　）

粘性土 6250

高含水粘性土 　１．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　３．乾燥 ４．粒度調整（ふるいのみ）

改良土 5000 　５．粒度調整（他粒度分布との付加）

その他 （　　　　　　　　） 　１．なし

夜間使用料（オペ付） 円/日 （備考：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　１．なし

　１．なし

５．受入規準 　１．なし

発生源地域の制限 １．なし ２．あり（　　　　             　　　　　　　　                 　　）
受入土質の制限 １．なし ２．あり

（汚染土・高含水比粘性土は不可　                        　　　　） ストック量 ｍ3

最大粒径の制限 １．なし ２．あり（　　30×30×30cm以下に限る　               　　）
含有物の制限 １．なし ２．あり（　　木片・有害物は不可                     　　） 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日
収集運搬の制限 １．なし ２．あり 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

　ァ　自社工事分のみ 2000
　ィ　自社収集運搬分のみ 2000
　ゥ　持込業者を限定している 2000
　ェ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 地区１（　　 　　）

受入期間 １．特になし 　２．令和　　　年　　　月　　　日　から　令和　　　年　　　月　　　日 地区２（　 　　　）
搬入車両の制限 １．なし ２．あり（ア．大型車１０ｔ以下　イ．６ｔ車以下　ウ．４ｔ車以下　エ．２t車以下） 地区３（　　　 　）
受入時間 　　　時　　　　分　　～　　　　時　　　分　　（夜間は　　　時　　　分　　～　　　時　　　分） 地区４（ 　　　　）
受入休日 　曜日 地区５（　 　　　）
その他 １．特になし ２．（　　　　　　　　　　        　　　　　　　　                      　　） ※再生土の区分について

　改良土：　受入土に固化材（石灰系またはセメント系）を混合し安定処理したもの。良質土：　受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法（安定処理以外）で処理したもの。

工場渡し（大型車）
工場渡し（6ｔ車）
工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

販　売　価　格
円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕

材料積込みに際して、ホイールローダー（WA-100）のバケツ容量（1.3ｍ3）にて重量管理しています。

その他試験の実施 ２．あり

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処理前の性状
（複数回答可）

処理方法
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

粒度試験(JIS A1204)の実施 ２．あり

（　　土壌溶出試験　　　　　　　　　　）

設計（修正）CBR試験の実施 ２．あり

含水比試験(JIS A1203)の実施

工場渡し（大型車）

工場渡し（6ｔ車）

工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

２．あり

含水比試験(JIS A1203)の実施 ２．あり

その他試験の実施 ２．あり

屋内　　・　　屋外

販　売　価　格

円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕

（　　コーン指数試験　　JIS A1228　）

令和２年度 上半期　建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査　

　　　　　　調　　　　　　　査　　　　　　　票

敷地面積 受入可能量

※大型車での持込み価格を記入。  大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。　→　

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

処　　理　　方　　法

大阪府都市整備部

良質土

　 令和　　2　年　　6　　月　29　　　日 処理対象となる土の性状 保　管　場　所

屋内　　・　　屋外

改良前の性状
（複数回答可）

その他処理内容
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

３．粘性土

円/ｍ３　(税抜き）〔ほぐした状態〕

受入建設発生土の種類

円/ｔ　(税抜き）

粒度試験(JIS A1204)の実施 ２．あり

設計（修正）CBR試験の実施 ２．あり

２．レキ質土　１．砂質土 ４．高含水比粘性土 ５．その他（　　　　　　　　　）

　１．なし ２．あり　土壌環境項目の確認の実施

固化材種類 １．石灰系 ２．セメント系
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(様式－２）
６．受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率（％）を記入して下さい。

１．会社情報 記入日 処理率（概数） 摘　　　要

所在地 〒582-0019 　１．　　改良土として販売 　（　　第3種建設発生土　） ％　 　 7．へ

　　　大阪府柏原市平野1-8-35 　２．　　良質土として販売 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　 7．へ

フリガナ 　　　ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ　ﾘﾋﾞﾝｸﾞｺﾀﾞﾏ 　３．　　他の工事現場で利用 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

会社名 　　　株式会社　リビングコダマ 　４．　　自社で埋立処分 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

　５．　　他の埋立地に搬出 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

連絡先 TEL　072-971-1315 FAX　072-971-5840 　６．　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

７．再生土（改良土及び良質土）の販売価格について

２．建設発生土受入及び再生土販売場所　（所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと） 改良土

受入場所 〒583-0857

所在地 　　　大阪府羽曳野市誉田1694番2 改良方法

TEL　072-971-1315 FAX　072-971-5840

　１．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　３．乾燥

　　　残土受入・改良プラント　300　㎡ 　４．粒度調整（ふるいのみ） 　５．粒度調整（他粒度分布の付加）

2829 ㎡ 150　　　　m3 　１．なし

　１．なし

３．建設発生土受入場所の許可等 　１．なし

受入場所の産業廃棄物処理業の許可

１．なし ２．あり（　中間　・　安定　・　管理　）

（　　年　　月　　日付け　　　　　　　第　　　　　　　号） 　１．なし

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無

１．なし ２．あり　（自治体等の名称：　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　

関係法令に定める諸手続きの有無 ストック量 50 ｍ3

１．土地・建物に関する法令 ２．環境・その他に関する法令

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 9時00分～17時00分19時00分～2時00分 9時00分～17時00分

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 2,000 3,000 2,500

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 2,000 3,000 2,500

2,000 3,000 2,500

地区１（　　　　 ）

４．受入建設発生土の種類及び受入価格 地区２（　 　　　）

ｔ車 地区３（　　　 　）

地区４（ 　　　　）

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日 地区５（　 　　　）
時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 9時00分～17時00分19時00分～2時00分 9時00分～17時00分

砂質土 4,600 7,500 6,050

レキ質土 4,600 7,500 6,050 　１．砂質土 ２．レキ質土 ３．粘性土 ４．高含水比粘性土 ５．その他（　　　　　　　　　　）

粘性土 5,600 9,200 14,800

高含水粘性土 9,200 14,800 12,000 　１．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　３．乾燥 ４．粒度調整（ふるいのみ）

改良土 　５．粒度調整（他粒度分布との付加）

その他 （　　　　　　　　） 　１．なし

夜間使用料（オペ付） 円/日 （備考：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　１．なし

　１．なし

５．受入規準 　１．なし

発生源地域の制限 １．なし ２．あり（　　　　             　　　　　　　　                 　　）
受入土質の制限 １．なし ２．あり

（　 　　　　　　　  　　　　　　　　                        　　　　） ストック量 ｍ3

最大粒径の制限 １．なし ２．あり（　10ｘ10ｘ10㎝以下に限る）
含有物の制限 １．なし ２．あり（有害物・産業廃棄物混入の土砂は不可） 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日
収集運搬の制限 １．なし ２．あり 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

　ァ　自社工事分のみ
　ィ　自社収集運搬分のみ
　ゥ　持込業者を限定している
　ェ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 地区１（　　 　　）

受入期間 １．特になし 　２．令和　　　年　　　月　　　日　から　令和　　　年　　　月　　　日 地区２（　 　　　）
搬入車両の制限 １．なし ２．あり（ア．大型車１０ｔ以下　イ．６ｔ車以下　ウ．４ｔ車以下　エ．２t車以下） 地区３（　　　 　）
受入時間 　　8時30分　～　17時00分　　（夜間は　19時00分　　～　2時00分） 地区４（ 　　　　）
受入休日 　日曜日 地区５（　 　　　）
その他 １．特になし ２．（　　　　　　　　　　        　　　　　　　　                      　　） ※再生土の区分について

　改良土：　受入土に固化材（石灰系またはセメント系）を混合し安定処理したもの。良質土：　受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法（安定処理以外）で処理したもの。

工場渡し（大型車）
工場渡し（6ｔ車）
工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

販　売　価　格
円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕

＊コマツ　ホイルローダ（WA100)のバケットを１㎥で質量を換算しています。

その他試験の実施 ２．あり

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処理前の性状
（複数回答可）

処理方法
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

粒度試験(JIS A1204)の実施 ２．あり

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

設計（修正）CBR試験の実施 ２．あり

含水比試験(JIS A1203)の実施

工場渡し（大型車）

工場渡し（6ｔ車）

工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

２．あり

含水比試験(JIS A1203)の実施 ２．あり（標準品の目安試験結果：　12％）

その他試験の実施 ２．あり

屋内　　・　　屋外

販　売　価　格

円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕

（　コーン指数　ｋＮ/㎡　　　　　） （標準品の目安試験結果：　11876.9ｋN/㎡）

令和２年度 上半期　建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査　

　　　　　　調　　　　　　　査　　　　　　　票

敷地面積 受入可能量

※大型車での持込み価格を記入。  大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。　→　

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

処　　理　　方　　法

大阪府都市整備部

良質土

　 令和　2　年　6　月　29　日 処理対象となる土の性状 保　管　場　所

屋内　　・　　屋外

改良前の性状
（複数回答可）

その他処理内容
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

３．粘性土

円/ｍ３　(税抜き）〔ほぐした状態〕

受入建設発生土の種類

円/ｔ　(税抜き）

粒度試験(JIS A1204)の実施 ２．あり（標準品の目安試験結果：　最大粒径26.5mm）

設計（修正）CBR試験の実施 ２．あり（標準品の目安試験結果：　31.5％）

２．レキ質土　１．砂質土 ４．高含水比粘性土 ５．その他（　　　　　　　　　）

　１．なし ２．あり　土壌環境項目の確認の実施

固化材種類 １．石灰系 ２．セメント系
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(様式－２）
６．受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率（％）を記入して下さい。

１．会社情報 記入日 処理率（概数） 摘　　　要

所在地 〒567-0001 　１．　　改良土として販売 　（第1・2・3種建設発生土） 40% 　 7．へ

大阪府茨木市安威三丁目15番5号 　２．　　良質土として販売 　（第1・2種建設発生土） 10% 　 7．へ

フリガナ カブシキガイシャヤマモトコウギョウ 　３．　　他の工事現場で利用 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

会社名 株式会社　山本興業 　４．　　自社で埋立処分 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

　５．　　他の埋立地に搬出 　（第2種建設発生土） 50% 　様式３へ

連絡先 TEL 0771-27-3560 FAX 0771-27-3594 　６．　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

７．再生土（改良土及び良質土）の販売価格について

２．建設発生土受入及び再生土販売場所　（所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと） 改良土

受入場所 〒568-0081

所在地 大阪府茨木市大字清阪31-1 改良方法

TEL 0771-27-3560 FAX 0771-27-3549

　 　１．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　３．乾燥

　４．粒度調整（ふるいのみ） 　５．粒度調整（他粒度分布の付加）

60000 ㎡ 2500 m3 　１．なし

　１．なし

３．建設発生土受入場所の許可等 　１．なし

受入場所の産業廃棄物処理業の許可

１．なし ２．あり（　中間　・　安定　・　管理　）

（　　年　　月　　日付け　　　　　　　第　　　　　　　号） 　１．なし

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無

１．なし ２．あり　（自治体等の名称：大阪府・大阪市・近畿地方整備局）　　　　　　　　

関係法令に定める諸手続きの有無 ストック量 500 ｍ3

１．土地・建物に関する法令 ２．環境・その他に関する法令

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 400 720

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 400 720

400 720

地区１（大阪府域） 別途見積り 別途見積り

４．受入建設発生土の種類及び受入価格 地区２（　 　　　）

ｔ車 地区３（　　　 　）

地区４（ 　　　　）

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日 地区５（　 　　　）
時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

砂質土 2,000 3,600

レキ質土 2,000 3,600 　１．砂質土 ２．レキ質土 ３．粘性土 ４．高含水比粘性土 ５．その他（　　　　　　　　　　）

粘性土 5,000 9,000

高含水粘性土 　１．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　３．乾燥 ４．粒度調整（ふるいのみ）

改良土 3,000 5,400 　５．粒度調整（他粒度分布との付加）

その他 （　　　　　　　　） 　１．なし

夜間使用料（オペ付） 円/日 （備考：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　１．なし

　１．なし

５．受入規準 　１．なし

発生源地域の制限 １．なし ２．あり（汚染土壌地域以外）
受入土質の制限 １．なし ２．あり

（　 　　　　　　　  　　　　　　　　                        　　　　） ストック量 ｍ3

最大粒径の制限 １．なし ２．あり（　　　　        　　　　　　　　                      　　）
含有物の制限 １．なし ２．あり（特定有害物質基準値内） 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日
収集運搬の制限 １．なし ２．あり 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

　ァ　自社工事分のみ 300 540
　ィ　自社収集運搬分のみ 300 540
　ゥ　持込業者を限定している 300 540
　ェ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 地区１（大阪府域） 別途見積り 別途見積り

受入期間 １．特になし 　２．令和　　　年　　　月　　　日　から　令和　　　年　　　月　　　日 地区２（　 　　　）
搬入車両の制限 １．なし ２．あり（ア．大型車１０ｔ以下　イ．６ｔ車以下　ウ．４ｔ車以下　エ．２t車以下） 地区３（　　　 　）
受入時間 　　8時　　00分　　～　　16時　30分　　（夜間は　　　時　　　分　　～　　　時　　　分） 地区４（ 　　　　）
受入休日 日・祝　曜日 地区５（　 　　　）
その他 １．特になし ２．（　　　　　　　　　　        　　　　　　　　                      　　） ※再生土の区分について

　改良土：　受入土に固化材（石灰系またはセメント系）を混合し安定処理したもの。良質土：　受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法（安定処理以外）で処理したもの。

令和２年度 上半期　建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査　

　　　　　　調　　　　　　　査　　　　　　　票
大阪府都市整備部

　 令和　　2　年　　5月　　29　日 処　　理　　方　　法 処理対象となる土の性状 保　管　場　所

５．その他（　　　　　　　　　）

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

改良前の性状
（複数回答可）

　１．砂質土 ２．レキ質土 ３．粘性土 ４．高含水比粘性土

固化材種類 １．石灰系 ２．セメント系

敷地面積 受入可能量

販売品の品質
管理基準につ
いて

粒度試験(JIS A1204)の実施 ２．あり

設計（修正）CBR試験の実施 ２．あり

含水比試験(JIS A1203)の実施 ２．あり

土壌環境項目の確認の実施

その他処理内容
(複数回答可)

工場渡し（大型車）

　１．なし ２．あり　

その他試験の実施 ２．あり

（コーン指数　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

販　売　価　格

円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕

工場渡し（6ｔ車）

工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

※大型車での持込み価格を記入。  大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。　→　

受入建設発生土の種類

円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ３　(税抜き）〔ほぐした状態〕

材料積込みに際して、ホイルローダーのバケツ容量（2ｍ
3
）にて重量管理しております。

２．あり

設計（修正）CBR試験の実施 ２．あり

含水比試験(JIS A1203)の実施 ２．あり

良質土

処理前の性状
（複数回答可）

処理方法
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

粒度試験(JIS A1204)の実施

その他試験の実施 ２．あり

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現場渡し
（10t車）

販　売　価　格
円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕

工場渡し（大型車）
工場渡し（6ｔ車）
工場渡し（4ｔ車）
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(様式－２）
６．受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率（％）を記入して下さい。

１．会社情報 記入日 処理率（概数） 摘　　　要

所在地 〒568-0098 　①．　　改良土として販売 　（　　粘性土　　　　　　） 0% 　 7．へ

大阪府茨木市大字千提寺２７４番地 　②．　　良質土として販売 　（　　砂質土　　　　　　） 61% 　 7．へ

フリガナ ホクセツドボクカブシキガイシャ 　３．　　他の工事現場で利用 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

会社名 ホクセツ土木株式会社 　４．　　自社で埋立処分 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

　⑤．　　他の埋立地に搬出 　（　　　　　　　　　　　　　） 36% 　様式３へ

連絡先 TEL FAX 　⑥．　　その他（販売用にストック　） 　（　　　　　　　　　　　　　　） 3% 　様式３へ

072-649-5399 072-649-5399

７．再生土（改良土及び良質土）の販売価格について

２．建設発生土受入及び再生土販売場所　（所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと） 改良土 　①．砂質土 ②．レキ質土 ③．粘性土 ４．高含水比粘性土 ５．その他（　　　　　　　　　）

受入場所 〒568-0098

所在地 大阪府茨木市大字千提寺107-1番地 改良方法

TEL FAX

072-649-5399 072-649-5399 　①．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　③．乾燥

　④．粒度調整（ふるいのみ） 　５．粒度調整（他粒度分布の付加）

1647㎡ 最大500m3 　１．なし

　１．なし

３．建設発生土受入場所の許可等 　１．なし

受入場所の産業廃棄物処理業の許可

①．なし ２．あり（　中間　・　安定　・　管理　）

（　　年　　月　　日付け　　　　　　　第　　　　　　　号） 　１．なし

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無

①．なし ２．あり　（自治体等の名称：　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　

関係法令に定める諸手続きの有無 ストック量 0 ｍ3

１．土地・建物に関する法令 ２．環境・その他に関する法令

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 500

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 500

500

地区１（5km以内） 1,400

４．受入建設発生土の種類及び受入価格 地区２（10km以内） 1,900

ｔ車 地区３（20km以内） 2,800

地区４（30km以内） 4,000

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日 地区５（　 　　　）
時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

砂質土 4,000

レキ質土 4,000 　①．砂質土 ２．レキ質土 ３．粘性土 ４．高含水比粘性土 ５．その他（　　　　　　　　　　）

粘性土 5,000

高含水粘性土 - 　①．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　③．乾燥 ④．粒度調整（ふるいのみ）

改良土 4,000 　５．粒度調整（他粒度分布との付加）

その他 （　　　　　　　　） 　１．なし

夜間使用料（オペ付） 円/日 （備考：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　１．なし

　１．なし

５．受入規準 　１．なし

発生源地域の制限 ①．なし ２．あり（　　　　             　　　　　　　　                 　　）
受入土質の制限 １．なし ②．あり

（　高含水比粘性土等     　　　　） ストック量 100 ｍ3

最大粒径の制限 １．なし ②．あり（　　　粒径15ｃｍ以上                  　　）
含有物の制限 １．なし ②．あり（　　　　        　　　　　　　　                      　　） 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日
収集運搬の制限 ①．なし ２．あり 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

　ァ　自社工事分のみ 1,800
　ィ　自社収集運搬分のみ 1,800
　ゥ　持込業者を限定している 1,800
　ェ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 地区１（5km以内） 2,700

受入期間 ①．特になし 　２．令和　　　年　　　月　　　日　から　令和　　　年　　　月　　　日 地区２（10km以内） 3,100
搬入車両の制限 １．なし ②．あり（ア．大型車１０ｔ以下　イ．６ｔ車以下　ウ．４ｔ車以下　エ．２t車以下） 地区３（20km以内） 4,000
受入時間 　８時　00分　　～　　16時　30分　　（夜間は原則受入なし） 地区４（30km以内） 5,300
受入休日 日曜日 地区５（　 　　　）
その他 １．特になし ２．（　　　　　　　　　　        　　　　　　　　                      　　） ※再生土の区分について

　改良土：　受入土に固化材（石灰系またはセメント系）を混合し安定処理したもの。良質土：　受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法（安定処理以外）で処理したもの。

　１．なし ②．あり　土壌環境項目の確認の実施

固化材種類 １．石灰系 ②．セメント系

円/ｍ３　(税抜き）〔ほぐした状態〕

受入建設発生土の種類

円/ｔ　(税抜き）

粒度試験(JIS A1204)の実施 ②．あり

設計（修正）CBR試験の実施 ②．あり

含水比試験(JIS A1203)の実施 ②．あり

大阪府都市整備部

良質土

　 令和2年6月12日 処理対象となる土の性状 保　管　場　所

屋内　　・　　屋外

改良前の性状
（複数回答可）

その他処理内容
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

令和２年度 上半期　建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査　

　　　　　　調　　　　　　　査　　　　　　　票

敷地面積 受入可能量

※大型車での持込み価格を記入。  大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。　→　

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

処　　理　　方　　法

その他試験の実施 ②．あり

屋内　　・　　屋外

販　売　価　格

円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②．あり

含水比試験(JIS A1203)の実施

工場渡し（大型車）

工場渡し（6ｔ車）

工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

②．あり

積載量についてはペイロード機能（積込ながら積載量を計量する機能）を有したバックホウで管理します。

その他試験の実施 ②．あり

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処理前の性状
（複数回答可）

処理方法
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

粒度試験(JIS A1204)の実施 ②．あり

設計（修正）CBR試験の実施

工場渡し（大型車）
工場渡し（6ｔ車）
工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

販　売　価　格
円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕
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(様式－２）
６．受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率（％）を記入して下さい。

１．会社情報 記入日 処理率（概数） 摘　　　要

所在地 〒581-0861 　１．　　改良土として販売 　（第2・3種建設発生土　 　） 90% 　 7．へ

大阪府八尾市東町４丁目２６番 　２．　　良質土として販売 　（第1種建設発生土　） 10% 　 7．へ

フリガナ ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ　ﾀｸﾕｳﾄﾞﾎﾞｸ 　３．　　他の工事現場で利用 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

会社名 株式会社拓有土木 　４．　　自社で埋立処分 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

　５．　　他の埋立地に搬出 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

連絡先 TEL 072-929-0193 FAX 072-929-0194 　６．　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　（　　　　　　　　　　　　　　） ％　 　様式３へ

７．再生土（改良土及び良質土）の販売価格について

２．建設発生土受入及び再生土販売場所　（所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと） 改良土

受入場所 〒581-0861

所在地 大阪府八尾市東町４丁目２６番 改良方法

TEL 072-929-0193 FAX 072-929-0194

　１．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　３．乾燥

　４．粒度調整（ふるいのみ） 　５．粒度調整（他粒度分布の付加）

492㎡ 80m3 　１．なし

　１．なし

３．建設発生土受入場所の許可等 　１．なし

受入場所の産業廃棄物処理業の許可

１．なし ２．あり（　中間　・　安定　・　管理　）

（　　年　　月　　日付け　　　　　　　第　　　　　　　号） 　１．なし

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無

１．なし ２．あり　（自治体等の名称：　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　

関係法令に定める諸手続きの有無 ストック量 ｍ3

１．土地・建物に関する法令 ２．環境・その他に関する法令

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・特定工場 （ R1年 12月 27日付け　　　第　　　　　　 ３７号）　　　　　　　 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 8時00分～16時00分19時00分～3時30分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 ― ―

・　 （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　・ （　　年　　月　　日付け　　　第　　　　　　　　　号）　　　　　　　 2,500 3,300

2,500 3,300

地区１（　　 　　）

４．受入建設発生土の種類及び受入価格 地区２（　 　　　）

2～4ｔ車 地区３（　　　 　）

地区４（ 　　　　）

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日 地区５（　 　　　）
8時00分～16時00分19時00分～3時30分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

砂質土 5,000 7,000

レキ質土 5,000 7,000 　１．砂質土 ２．レキ質土 ３．粘性土 ４．高含水比粘性土 ５．その他（　　　　　　　　　　）

粘性土 7,000 9,500

高含水粘性土 受入不可 受入不可 　１．不純物の除去（木片・ごみ・金属片等） 　２．脱水 　３．乾燥 ４．粒度調整（ふるいのみ）

改良土 4,500 6,000 　５．粒度調整（他粒度分布との付加）

その他 （　　　　　　　　） ― ― 　１．なし

夜間使用料（オペ付） 円/日 （備考：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　１．なし

　１．なし

５．受入規準 　１．なし

発生源地域の制限 １．なし ２．あり（　　　　             　　　　　　　　                 　　）
受入土質の制限 １．なし ２．あり　　　　受入前協議

（　汚染土、再生に適さない残土                     　　　　） ストック量 ｍ3

最大粒径の制限 １．なし ２．あり（　５cm以下       　　　　　　                      　　）
含有物の制限 １．なし ２．あり（　木くず、木片、ゴミ、草木、有害物の含有は不可　） 昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日
収集運搬の制限 １．なし ２．あり 8時00分～16時00分19時00分～3時30分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分 　時　分　～　時　分

　ァ　自社工事分のみ ― ―
　ィ　自社収集運搬分のみ 2,000 3,000
　ゥ　持込業者を限定している 2,000 3,000
　ェ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 地区１（　　 　　）

受入期間 １．特になし 　２．令和　　　年　　　月　　　日　から　令和　　　年　　　月　　　日 地区２（　 　　　）
搬入車両の制限 １．なし ２．あり（ア．大型車１０ｔ以下　イ．６ｔ車以下　ウ．４ｔ車以下　エ．２t車以下） 地区３（　　　 　）
受入時間 　　８時　００分　　～　　１６時　００分　　（夜間は　１９時　００分　　～　　３時　３０分） 地区４（ 　　　　）
受入休日 　日、祝曜日 地区５（　 　　　）
その他 １．特になし ２．（　　　　　　　　　　        　　　　　　　　                      　　） ※再生土の区分について

　改良土：　受入土に固化材（石灰系またはセメント系）を混合し安定処理したもの。良質土：　受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法（安定処理以外）で処理したもの。

その他試験の実施 ２．あり

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処理前の性状
（複数回答可）

処理方法
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

粒度試験(JIS A1204)の実施 ２．あり

設計（修正）CBR試験の実施 ２．あり

含水比試験(JIS A1203)の実施

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工場渡し（大型車）

工場渡し（6ｔ車）

工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

２．あり

当社ではトラックスケールがない為、積込機械のバケット容量にて重量管理を行っています。

良質土

工場渡し（大型車）
工場渡し（6ｔ車）
工場渡し（4ｔ車）

現場渡し
（10t車）

販　売　価　格
円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕

含水比試験(JIS A1203)の実施 ２．あり

屋内　　・　　屋外

３．粘性土２．レキ質土 ４．高含水比粘性土 ５．その他（　　　　　　　　　）

令和　　２年　　６月　　５日 処理対象となる土の性状 保　管　場　所

屋内　　・　　屋外

１．石灰系 ２．セメント系

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

屋内　　・　　屋外

２．あり

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

令和２年度 上半期　建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査　

　　　　　　調　　　　　　　査　　　　　　　票

敷地面積 受入可能量

処　　理　　方　　法

その他処理内容
(複数回答可)

販売品の品質
管理基準につ
いて

　１．砂質土

固化材種類

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

改良前の性状
（複数回答可）

大阪府都市整備部

　

円/ｍ３　(税抜き）〔ほぐした状態〕

受入建設発生土の種類

円/ｔ　(税抜き）

粒度試験(JIS A1204)の実施 ２．あり

設計（修正）CBR試験の実施 ２．あり

　１．なし ２．あり　土壌環境項目の確認の実施

※大型車での持込み価格を記入。  大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。　→　

販　売　価　格

円/ｔ　(税抜き） 円/ｍ3　(税抜き）〔ほぐした状態〕

その他試験の実施
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令和２年度 上半期　建設発生土受入価格／再生土販売価格 【再資源化施設】：トラックスケールによる重量管理を行っている施設

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

砂質土 2,880 4,032 4,032 改良土10ｔ車 1,200
レキ質土 2,880 4,032 4,032 改良土 6t車
粘性土 2,880 4,032 4,032 改良土 4t車
高含水粘性土 9,000 12,600 12,600 良質土10ｔ車 1,200
改良土（産廃でないもの） 2,880 4,032 4,032 良質土 6t車
その他（　　　） 良質土 4t車
夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)
砂質土 3,960 改良土10ｔ車 1,200
レキ質土 4,500 改良土 6t車 1,200
粘性土 10,800 改良土 4t車 1,200
高含水粘性土 良質土10ｔ車 1,200
改良土 4,500 良質土 6t車 1,200
その他（　　　） 良質土 4t車 1,200
夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

41  株式会社　西建設
大阪府豊能郡能

勢町倉垣777
大阪府豊能郡能

勢町倉垣

102
≀

103

99
≀

101

品　目
受入価格　円／地山m3（税抜）

(=t単価×1.8)

再生土販売価格〔工場渡し〕

        円/ほぐしm
3
（税抜）

(=t単価×1.5)
調査票
ページ

受入場所
所 在 地

連番 会社名
事務所
所在地

40  有限会社　竹田商店
堺市堺区大浜西

町1-8
堺市堺区大浜西

町1-8

　＊　受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
  ＊　受入価格(円/㎥)は、地山換算係数1.8(ｔ/㎥)又は土量変化率（1.2）を用いて受入価格（円/t）又は（円/ほぐし土㎥）を換算している場合がある。 97



令和２年度 上半期　建設発生土受入価格／再生土販売価格 【再資源化施設】：トラックスケール以外の方法による管理を行っている施設

昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日

砂質土 2,340 改良土10ｔ車 750 750 750
レキ質土 2,340 改良土 6t車 750 750 750
粘性土 改良土 4t車 750 750 750
高含水粘性土 良質土10ｔ車
改良土 良質土 6t車
その他（　　　） 良質土 4t車
夜間使用料(オペ付) 夜間使用料(オペ付)

受入場所
所 在 地

大阪府枚方市田
口山1丁目16番1

号

大阪府枚方市大
峰東町11-3

104
≀

105
42  堀之内建材株式会社

品　目
受入価格　円／地山m3（税抜）

(=t単価×1.8)

再生土販売価格〔工場渡し〕

        円/ほぐしm
3
（税抜）

(=t単価×1.5)
調査票
ページ

連番 会社名
事務所
所在地

　＊　受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
  ＊　受入価格(円/㎥)は、地山換算係数1.8(ｔ/㎥)又は土量変化率（1.2）を用いて受入価格（円/t）又は（円/ほぐし土㎥）を換算している場合がある。 98
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