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建設廃棄物等受入価格について 

①．はじめに

本資料は、大阪府内の各廃棄物担当窓口で廃棄物処理法の「中間処理業」の許

可を受けた「建設廃材」・「木くず」・「汚泥」の許可業者のうち、再生処理業者の受入

価格調査結果をとりまとめたものである。 

②．本資料の見方

  許可番号は処理業者の許可番号を記載しているが、必ずしも一致しない場合があ

るので、現場で確認する場合は、許可証の種類・許可者・許可の有効月日・事業の範

囲等を照合すること。 

③．注意

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。 

④．受入価格

・ 本資料は、調査を実施した産業廃棄物処分業許可業者のうち、受け入れた産業

廃棄物を再生利用できるように処理するための施設を保有している業者 《 「建設

廃棄物処分業者名簿（大阪府産業廃棄物指導課）」において「再生処理業者」とし

て記載されている業者》の情報を記載している。

・ コンクリート二次製品の無筋のものは、コンクリート塊の無筋単価を採用する。

・ 金属くず、廃プラスチック、ガラスくず、陶磁器くず、ゴムくず等の受入価格及び一

般廃棄物については、本資料に含まれていない。

・ 受入価格は発生した副産物の状態により、価格が変動する場合があるので事前

に確認すること。 

・ Ａｓ塊・Ｃｏ塊については、条件がない場合は、30cm 角以下を標準とした受入価格

を記載している。

・ 汚泥の受入価格に（円/㎥）価格の記載がある場合、（ｔ/㎥）価格への換算にあた

っては、汚泥の性状に応じて個別に適切な単位体積重量を判断する必要があ

る。
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⑤受入基準

・ 「事前協議により夜間（休日）受入可」の場合で、その施設の受入価格が必要な

場合は別途調査する必要がある。

・ 最大寸法の制限により、設計で小割等が必要な場合があるので、単価比較をす

る場合は注意を要する。

・ 平成 12年度上半期調査より建設汚泥を固化物、脱水ケーキ、軟弱土、泥水の 4

種類に分類して調査しており、適用を下記のとおり定めた。

   本適用はあくまで、受入価格を設定するためのものであり、固化物、脱水ケーキ、

軟弱土、泥水についての定義ではないので注意を要する。 

建設汚泥の適用 

規  格 状  態 参考 含水比（目安） 

固化物 

標準仕様ダンプトラックに山積みすることが

でき、その上を人が歩くことができる。また、

その状態を処理プラントまで維持することが

できる。 

（人が歩いて、くるぶし以上沈まない） 

標準仕様ダンプトラックからは、汚泥の飛

散、水漏れがまったくしない。 

30％未満 

脱水ケーキ 

現場において、標準仕様ダンプトラックに山

積みすることができる状態まで処理を行う。 

標準仕様ダンプトラックからは、汚泥の飛

散、水漏れがまったくしない。 

30％以上 50％未満 

軟弱土状 

標準仕様ダンプトラックでは山積みすること

ができず、飛散、水漏れ等の発生が懸念さ

れる状態。 

運搬は、汚泥の水漏れ防止、飛散防止措置

をほどこしてある改造ダンプ等によって行わ

れる。 

50％以上 75％未満 

泥 水 

高含水で、流動性が高く、汚泥の水漏れ防

止、飛散防止のため収集運搬はバキューム

車等を使用する。 

75％以上 
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再生資材等受入価格調査の換算係数 

※ 平成 14 年度上半期より処理業者に①受入価格（円/ｔ）又は（円/㎥）、②換算

係数（ｔ/㎥）の記入を依頼している。よって、処理業者が換算係数（ｔ/㎥）を記載

している場合は、記載している換算係数により受入価格（円/㎥）を算出してい

る。換算係数（ｔ/㎥）の記載がない処理業者の場合は、下記換算係数により算

出している。

アスファルト塊・コンクリート塊の場合

地山の単位体積重量（t/㎥）

構造物名 

地山の単位体積重量 

（ｔ/㎥） 

土量変化率 

（L） 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（切削） 2.35 1.3 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削） 2.35 1.3 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） 2.50 1.3 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋） 2.35 1.3 

※土量変化率は、軟岩Ⅰを準用する。

受入価格の積算（例） 

① 業者見積りが、Co 殻（無筋・地山状態）2,500円/ｔの場合、

ガラ地山 1㎥の受入価格は 2,500円/ｔ×2.35＝5,875（円/㎥）

② 業者見積りが、Co 殻（無筋・取り壊し状態）2,500円/㎥の場合、

ガラ地山 1㎥の受入価格は 2,500円/㎥×1.30＝3,250（円/㎥）
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大 阪 府 

アスファルト塊・コンクリート塊

再資源化施設 
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会社名称 株式会社宮脇興業

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4001

072-737-1538

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒563-0134 豊能郡能勢町野間出野346

施設名称

072-737-0672

施設所在地 〒563-0134 豊能郡能勢町野間出野346番ほか2筆の一部

施設ＴＥＬ 072-737-0672会社ＦＡＸ

㈱宮脇興業

072-737-1538

その他の受入
休止条件

夜間・日曜の受入は事前協議による。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊ｱｽ塊は25×25×25cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度56分27.672秒 経度 135度25分55.236秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：豊能郡能勢町野間出野346番ほか2筆の一部

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 640t/日 2,416.56m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 3,055

アスファルト塊（掘削） 概ね25cm以下でゴミ等異物の
混入が無い物

コンクリート塊（有筋） 概ね25cm以下でゴミ等異物の
混入が無い物

コンクリート塊（無筋） 概ね25cm以下でゴミ等異物の
混入が無い物

コンクリート二次製品 概ね25cm以下でゴミ等異物の
混入が無い物

20 081279－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：０００８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

3,055 円/m3

3,900 円/m3

3,055 円/m3

6,500 円/m3

－

－

－

－

－

2022年10月31日
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会社名称 日鉱商事株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4002

072-739-0503

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可第１・３土曜日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒563-0252 箕面市下止々呂美675

施設名称

072-739-0885

施設所在地 〒563-0252 箕面市下止々呂美672番1ほか10筆

施設ＴＥＬ 072-739-0885会社ＦＡＸ

日鉱商事株式会社

072-739-0503

その他の受入
休止条件

12:00～13:00（昼休みのため受入中断）。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

改造車輌､過積載車輌については受入不可｡

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度52分23.484秒 経度 135度27分2.304秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：箕面市下止々呂美672番1ほか10筆

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 1200ｔ/日 3500m2

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 4,700

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 188336－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

4,700 円/m3

6,250 円/m3

4,700 円/m3

7,500 円/m3

－

－

－

－

－

2026年 4月24日

6



会社名称 リサイクル協同組合

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4003

072-649-0013

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

事前協議にて受入可能 事前協議にて受入可能受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒568-0097 茨木市泉原650-1

施設名称

072-649-0011

施設所在地 〒568-0097 茨木市泉原650番1ほか6筆

施設ＴＥＬ 072-649-0011会社ＦＡＸ

リサイクル(協)

072-649-0013

その他の受入
休止条件

夜間受入は事前協議にて可能

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度52分29.028秒 経度 135度30分25.164秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：茨木市泉原650番1ほか6筆

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 1600ｔ/日 9900m2

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 3,525

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 025868－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

3,525 円/m3

4,700 円/m3

3,525 円/m3

5,875 円/m3

4,582 円/m3

4,582 円/m3

6,110 円/m3

4,582 円/m3

7,637 円/m3

2024年12月26日
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会社名称 共英産業株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4004

072-867-5351

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可夜間受入不可受入休止日 夜間受入不可

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒573-0171 枚方市北山1丁目8番1号

施設名称

072-853-3751

施設所在地 〒573-0171 大阪府枚方市北山1丁目2785番1ほか14筆

施設ＴＥＬ 072-853-3751会社ＦＡＸ

共英産業㈱

072-867-5351

その他の受入
休止条件

廃棄物保管量の上限により、受入制限の場合あり。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は50×50×50cm以下に限る。形状の制限：固形状、バラ。

50cm角以上のｺﾝｸﾘｰﾄ塊は別途料金が必要。概ね50cm角以下でゴミ等異物の混入が無い物。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度50分45.78秒 経度 135度42分4.644秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 120 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府枚方市北山1丁目2785番1ほか7筆

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 1600ｔ/日 18,649m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 5,875 夜間受入中止

アスファルト塊（掘削） 夜間受入中止、50cm角以下

コンクリート塊（有筋） 夜間受入中止、50cm角以下

コンクリート塊（無筋） 夜間受入中止、50cm角以下

コンクリート二次製品 夜間受入中止、50cm角以下

20 035600－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

5,875 円/m3

6,250 円/m3

5,875 円/m3

10,000 円/m3

－

－

－

－

－

2028年 1月 9日
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会社名称 大阪アスコン共同企業体（日本道路㈱）

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4005

072-671-2498

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒569-0034 高槻市大塚町4-23-1

施設名称

072-671-2142

施設所在地 〒569-0045 高槻市西大樋町135番外2筆

施設ＴＥＬ 072-671-2491会社ＦＡＸ

大阪アスコン共同企業体（日本道路㈱）

072-671-0137

その他の受入
休止条件

夜間・日曜・祝日の受入は事前予約・協議が必要。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は30×30×30cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度49分13.764秒 経度 135度37分7.212秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 106 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：高槻市西大樋町135番外2筆

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 552ｔ/日 31,026t

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 5,170

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 000280－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：０００８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　２０：００～０５：００

０８：００～１７：００

２０：００～０５：００

円/m3

5,875 円/m3

11,250 円/m3

9,400 円/m3

16,250 円/m3

6,345 円/m3

7,050 円/m3

12,500 円/m3

10,575 円/m3

17,500 円/m3

2021年 7月 4日
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会社名称 北川ヒューテック株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4014

06-6909-3726

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒571-0042 門真市深田町22-6

施設名称

06-6909-9471

施設所在地 〒571-0042 大阪府門真市深田町1222番2ほか7筆

施設ＴＥＬ 06-6909-9471会社ＦＡＸ

北川ヒューテック㈱

06-6909-3726

その他の受入
休止条件

日曜の夜間のみ休業。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は30×30×30cm以下に限る。現在、ヤードが満杯。

受入に当たっては再生材の出荷状況を見ながら対応。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度22分43.176秒 経度 135度21分48.924秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府門真市深田町1222番2ほか7筆

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 480ｔ/日 1,317m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 5,875

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 000234－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

０７：００～１７：００ ０７：００～１７：０００７：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 １７：００～０７：００１７：００～０７：００

０７：００～１７：００

１７：００～０７：００

円/m3

7,050 円/m3

12,500 円/m3

9,400 円/m3

17,500 円/m3

7,050 円/m3

8,225 円/m3

13,750 円/m3

10,575 円/m3

18,750 円/m3

2024年11月21日
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会社名称 協和道路株式会社なにわアスコン

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4016

06-6909-2460

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

夜間受入不可。第２日曜終日受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒571-0034 門真市東田町4-13

施設名称

06-6908-0082

施設所在地 〒571-0034 大阪府門真市東田町694番ほか4筆

施設ＴＥＬ 06-6908-0082会社ＦＡＸ

協和道路株式会社なにわアスコン

06-6909-2460

その他の受入
休止条件

第2土・日休業

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

発生源地域の制限：府県内に限る。最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は100×100×30cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 35度37分2.028秒 経度 134度50分28.284秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府門真市東田町694番ほか4筆

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 400ｔ/日 2200m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 3,995

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋） 令和3年4月より受入不可

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 032699－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

０８：００～１７：００ ０８：００～１７：０００８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 ２０：００～０５：００２０：００～０５：００

０８：００～１７：００

２０：００～０５：００

円/m3

4,700 円/m3

－

5,875 円/m3

8,750 円/m3

4,700 円/m3

5,405 円/m3

－

6,580 円/m3

9,500 円/m3

2021年12月13日
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会社名称 株式会社英光産業

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4019-1

072-961-3967

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒578-0984 東大阪市菱江2-15-6

施設名称

072-961-9210

施設所在地 〒578-0984 大阪府東大阪市菱江2丁目15番1

施設ＴＥＬ 072-961-9210会社ＦＡＸ

㈱英光産業菱江工場

072-961-3967

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊は30×30×30cm以下に限る。形状の制限：有害物及びごみを含まないもの。
廃棄物の分別のされていること。大割ガラについては別途協議。
スレート、瓦、レンガ、ALC、陶管、タイルは、リサイクル不可のため受入不可。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 35度4分32.412秒 経度 135度16分57.432秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 068 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府東大阪市菱江2丁目15番1

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 320ｔ/日 2000m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） －

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 006292－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

その他：

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０７：３０～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０７：３０～１７：００

　　：　　～　　：　　

－

3,750 円/m3

3,055 円/m3

－

－

－

－

－

－

2025年 9月30日
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会社名称 株式会社嶋袋商店

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4022

06-6475-8553

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-8-5

施設名称

06-6471-0161

施設所在地 〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-1-19

施設ＴＥＬ 06-6475-8050会社ＦＡＸ

㈱嶋袋商店

06-6471-0163

その他の受入
休止条件

夜間受入不可

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

形状の制限：ｺﾝｸﾘｰﾄ塊に赤ﾚﾝｶﾞ等が入っている場合受入不可。ALCは受入不可。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度41分49.164秒 経度 135度25分32.772秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市西淀川区中島2-1-19

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 640t/日 27060m2

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） －

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 043942－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

 その他： スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０７：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０７：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

－

6,000 円/m3

5,405 円/m3

－

－

－

－

－

－

2021年11月13日
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会社名称 株式会社リサイクル松栄

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4027

06-6474-8936

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目12番63号

施設名称

06-6474-3081

施設所在地 〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目12番35号

施設ＴＥＬ 06-6474-8279会社ＦＡＸ

㈱リサイクル松栄

06-6473-4114

その他の受入
休止条件

日曜・祝日の受入は事前協議による。夜間は自車引取分のみ可。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

夜間の受入は自社運搬のみ｡

木くずは4t車以下

ｺﾝ塊は大寸法の場合別途価格となるため事前確認要。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度41分34.188秒 経度 135度24分49.032秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市西淀川区中島2丁目12番35号

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 900ｔ/日 1500m2

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） －

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 007177－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　２０：００～０５：００

０８：００～１７：００

２０：００～０５：００

－

7,500 円/m3

5,875 円/m3

10,800 円/m3

－

－

8,750 円/m3

7,050 円/m3

12,000 円/m3

2023年 8月16日
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会社名称 岩産業株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4036

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒569-0012 高槻市東天川5丁目3番1号

施設名称

072-669-6064

施設所在地 〒569-0012 高槻市東天川五丁目715番2

施設ＴＥＬ 072-669-6064会社ＦＡＸ

岩産業㈱

072-669-2788

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

4t車以下に限る

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は30×30cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度50分55.104秒 経度 135度38分40.812秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 106 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：高槻市東天川五丁目715番2

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 4.5t/日 1,380ｔ　7,224ｍ3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） －

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 001860－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：０００８：００～１８：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１８：００

　　：　　～　　：　　

9,400 円/m3

12,500 円/m3

9,400 円/m3

25,000 円/m3

－

－

－

－

－

2024年 6月20日
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会社名称 奥村組土木興業株式会社　

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4041

072-226-6970

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可第２土曜受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒590-0977 堺市堺区大浜西町5番地

施設名称

072-226-6969

施設所在地 〒590-0977 堺市堺区大浜西町5番地

施設ＴＥＬ 072-226-6969会社ＦＡＸ

奥村組土木興業㈱堺リサイクル工場

072-226-6970

その他の受入
休止条件

夜間・日曜・祝日の受入・時間は事前協議による（1～2台程度に限る）。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

アスファルト廃材は合材を当工場で購入して頂ける現場のみ受入可。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度34分53.76秒 経度 135度27分14.76秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 067 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：堺市堺区大浜西町5番地

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 530m3/日 12860m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 4,230

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 001967－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

4,230 円/m3

4,700 円/m3

4,700 円/m3

－

－

－

－

－

－

2023年 7月 7日
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会社名称 田中土建株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4047

0725-33-1531

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 夜間受入不可夜間受入不可受入休止日 夜間受入不可

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒595-0054 泉大津市汐見町116

施設名称

0725-33-4153

施設所在地 〒595-0054 泉大津市汐見町116番1の一部

施設ＴＥＬ 0725-33-4153会社ＦＡＸ

田中土建㈱大阪南合材センター

0725-33-1531

その他の受入
休止条件

土曜日、祝日の受入は事前協議が必要。17:00以後受入不可。受入にあたっては事前契約が必要。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は30×30×30cm以下に限る。
形状の制限：ゴミ等の異物の混入があるものは受入不可。30×30×30cmを超えるものは料金変更あり。
表記価格は大型車持ち込み料金。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度30分31.356秒 経度 135度23分32.352秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：泉大津市汐見町116番1の一部

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 480ｔ/日 2659.3m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 4,700 カラーアスファルト受入不可

アスファルト塊（掘削） カラーアスファルト受入不可

コンクリート塊（有筋） カラーコンクリート、インターロッ
キング受入不可

コンクリート塊（無筋） カラーコンクリート、インターロッ
キング受入不可

コンクリート二次製品

20 006004－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：０００８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

4,700 円/m3

6,750 円/m3

4,700 円/m3

8,750 円/m3

－

－

－

－

－

2024年 9月 3日
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会社名称 村野建材株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4049

072-997-1339

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒577-0055 東大阪市長栄寺21-22

施設名称

072-999-2801

施設所在地 〒581-0844 大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆

施設ＴＥＬ 072-999-2801会社ＦＡＸ

村野建材㈱八尾工場

072-997-1339

その他の受入
休止条件

夜間受入は事前協議にて可能

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は40×80cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度38分32.856秒 経度 135度37分43.716秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 126 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 840ｔ/日 がれき(1,759.7m3）汚泥(110m3)

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 4,700 夜間受入不可

アスファルト塊（掘削） 夜間受入不可

コンクリート塊（有筋） 夜間受入不可

コンクリート塊（無筋） 夜間受入不可

コンクリート二次製品 夜間受入不可

20 063529－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

4,700 円/m3

3,750 円/m3

3,525 円/m3

7,500 円/m3

－

－

－

－

－

2024年 9月26日
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会社名称 新光開発株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4053

072-337-0800

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

第１、第３日曜受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-4-11

施設名称

06-6443-0002

施設所在地 〒580-0006 大阪府松原市大堀4丁目536番1

施設ＴＥＬ 072-337-0100会社ＦＡＸ

新光開発㈱

06-6443-0008

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は30×30×30cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度35分34.116秒 経度 135度34分20.136秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府松原市大堀4丁目536番1

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 960ｔ/日 2550m2

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 2,585

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 020491－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

０７：００～１７：００ ０７：００～１７：０００７：００～１７：００

２０：００～０５：００ ２０：００～０５：００２０：００～０５：００

０７：００～１７：００

２０：００～０５：００

円/m3

3,055 円/m3

8,750 円/m3

3,055 円/m3

8,750 円/m3

2,585 円/m3

3,055 円/m3

8,750 円/m3

3,055 円/m3

8,750 円/m3

2022年 2月27日
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会社名称 木下工業株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4058

072-257-2709

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒599-8102 堺市東区石原町1-139

施設名称

072-252-3063

施設所在地 〒599-8102 堺市東区石原町1丁147番､148番及び149番

施設ＴＥＬ 072-252-3063会社ＦＡＸ

木下工業㈱堺アスコン工場

072-257-2709

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｱｽ塊等は厚み20cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度33分19.044秒 経度 135度31分56.028秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 067 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：堺市東区石原町1丁147番､148番及び149番

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 加熱解砕：240t/日（ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材のみ） 2523m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 4,700

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 037998－ －

－ － 年 月 日

コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

その他：

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：０００８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

２１：００～０５：００

円/m3

5,875 円/m3

－

－

－

5,405 円/m3

6,580 円/m3

－

－

－

2026年 3月27日
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会社名称 鹿島道路株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4064

0725-33-7644

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒595-0033 泉大津市板原町5丁目2番2号

施設名称

0725-23-2751

施設所在地 〒595-0033 泉大津市板原町5丁目863番1ほか3筆

施設ＴＥＬ 0725-23-2751会社ＦＡＸ

鹿島道路㈱泉大津合材製造所

0725-33-7644

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は30×30×30cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度29分13.092秒 経度 135度24分29.952秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：泉大津市板原町5丁目863番1ほか3筆

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 720ｔ/日 1,921m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 6,480

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 012616－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：０００８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 ２２：００～０５：００２２：００～０５：００

０８：００～１７：００

２２：００～０５：００

円/m3

7,680 円/m3

12,480 円/m3

9,120 円/m3

16,080 円/m3

7,440 円/m3

8,640 円/m3

13,440 円/m3

10,320 円/m3

17,040 円/m3

2025年 1月24日
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会社名称 大成ロテック株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4065

0724-37-7107

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

第２土曜日受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒596-0013 岸和田市臨海町14

施設名称

0724-37-7101

施設所在地 〒596-0013 岸和田市臨海町14番1の一部

施設ＴＥＬ 0724-37-7101会社ＦＡＸ

大成ロテック㈱岸和田合材工場

0724-37-7107

その他の受入
休止条件

休日、夜間の受入は事前協議が必要。　通常昼間のみ。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は50×50×10cm以下に限る。

クラックシート、防水シート、ドレーンパイプ等の異物混入した廃材は受入不可

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度28分29.46秒 経度 135度22分5.268秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：岸和田市臨海町14番1の一部

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 320ｔ/日 2,865.20m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 3,055

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 001900－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：０００８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 ２１：００～０５：００２１：００～０５：００

０８：００～１７：００

２１：００～０５：００

円/m3

3,525 円/m3

13,200 円/m3

7,200 円/m3

14,880 円/m3

4,700 円/m3

4,700 円/m3

13,680 円/m3

8,400 円/m3

15,360 円/m3

2026年 1月26日
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会社名称 株式会社樋口商店

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4073

072-876-5285

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒575-0001 四條畷市砂四丁目4番37号

施設名称

072-877-2511

施設所在地 〒575-0001 四條畷市砂四丁目556番1ほか8筆の一部

施設ＴＥＬ 072-877-2511会社ＦＡＸ

㈱樋口商店ＲＥＰＬＡ　ＨＩＧＵＣＨＩ

072-876-5285

その他の受入
休止条件

夜間受入不可

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度44分54.456秒 経度 135度37分56.424秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：四條畷市砂四丁目556番1ほか8筆の一部

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ (選別破砕)1536m3/日 4215m2

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 11,750

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 000642－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品

０８：００～１６：４５ ０８：００～１６：４５０７：００～１８：４５

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０７：００～１８：４５

　　：　　～　　：　　

円/m3

11,750 円/m3

15,000 円/m3

11,750 円/m3

30,000 円/m3

－

－

－

－

－

2022年 4月15日
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会社名称 北生駒産廃事業協同組合

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4074

072-869-0343

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒574-0012 大東市龍間1075番地

施設名称

072-869-0310

施設所在地 〒574-0012 大阪府大東市大字龍間1074番ほか4筆の一部

施設ＴＥＬ 072-869-0310会社ＦＡＸ

北生駒産廃事業(協)

072-869-0343

その他の受入
休止条件

夜間受入不可。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度42分38.808秒 経度 135度40分17.148秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府大東市大字龍間1074番ほか4筆の一部

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 720ｔ/日 19471m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 4,700

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 035606－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

4,700 円/m3

4,800 円/m3

4,230 円/m3

6,250 円/m3

－

－

－

－

－

2025年11月30日
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会社名称 栄運輸工業株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4075

072-244-3760

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入不可 受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目5番4号

施設名称

06-6354-3061

施設所在地 〒592-8331 堺市西区築港新町一丁5番29及び3丁44番18

施設ＴＥＬ 072-244-3739会社ＦＡＸ

栄運輸工業㈱堺臨海営業所

072-244-3760

その他の受入
休止条件

12：00～13：00は受入れ休止

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

予定数量の処分が困難な状況となった場合もしくは、予定されている廃棄物の種類と著しく異なる状態があ

った場合は、予告なく制限を実施することがある。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度34分38.316秒 経度 135度26分6.612秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 067 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：堺市西区築港新町一丁5番29及び3丁44番18

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ （破砕及び粒度調整）1125t/日 17,451m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） －

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 013583－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

その他：

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

－

3,000 円/m3

2,820 円/m3

－

－

－

－

－

－

2025年 7月20日
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会社名称 田中資材株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4076

072-654-6109

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒566-0052 摂津市鳥飼本町2-4-54

施設名称

072-654-2288

施設所在地 〒566-0052 摂津市鳥飼本町2丁目166番,183番の一部

施設ＴＥＬ 072-654-6125会社ＦＡＸ

田中資材㈱

072-654-7858

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は20×20×20cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度46分47.928秒 経度 135度34分38.748秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：摂津市鳥飼本町2丁目166番,183番の一部

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 400ｔ/日（ｺﾝ殻、ｱｽ殻） 985.30m2

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 5,640

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 025255－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

6,815 円/m3

5,750 円/m3

4,230 円/m3

9,500 円/m3

－

－

－

－

－

2025年 7月11日
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会社名称 大阪・泉州建廃処理事業株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4077

0725-53-0294

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒594-1115 和泉市平井町861-3

施設名称

0725-53-0222

施設所在地 〒594-1115 和泉市平井町861番3､861番27の一部

施設ＴＥＬ 0725-53-0222会社ＦＡＸ

大阪・泉州建廃処理事業㈱

0725-53-0294

その他の受入
休止条件

夜間受入不可

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

前面が農免道路のため4t車以上は和泉市農林課と和泉警察の許可が必要(弊社にて手続き)｡

搬入車両(持込車両)での荷おろしができるサイズでの受入。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度25分26.544秒 経度 135度28分33.096秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：和泉市平井町861番3､861番27の一部

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 880ｔ/日 2587m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 8,280

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 067222－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 ０９：００～１６：３００９：００～１６：３０

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０９：００～１６：３０

　　：　　～　　：　　

円/m3

8,280 円/m3

14,100 円/m3

8,280 円/m3

19,740 円/m3

－

－

－

－

－

2025年 6月28日
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会社名称 協同組合大阪南部リサイクルセンター

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4078

0721-23-5961

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒584-0005 富田林市喜志町五丁目4番33号

施設名称

0721-26-0695

施設所在地 〒584-0008 富田林市喜志2594番1の一部外4筆

施設ＴＥＬ 0721-26-0695会社ＦＡＸ

(協)大阪南部リサイクルセンター

0721-23-5961

その他の受入
休止条件

日曜、祝日、夜間の受入については応相談。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は30×30×30cm以下に限る。

許可品目以外の混入物があるものは受入不可。事前に委託契約の締結を行う必要あり。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度31分29.712秒 経度 135度35分31.416秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：富田林市喜志2594番1の一部外4筆

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 720ｔ/日 8982.04m2

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 2,200

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 038611－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

3,760 円/m3

5,875 円/m3

3,760 円/m3

4,700 円/m3

2,200 円/m3

3,760 円/m3

5,875 円/m3

3,760 円/m3

4,700 円/m3

2026年 3月18日
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会社名称 飯田建設工業株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4081-1

072-982-0003

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒579-8014 東大阪市中石切町6-799-1

施設名称

072-985-6012

施設所在地 〒579-8014 東大阪市中石切町6丁目799番1

施設ＴＥＬ 072-985-6012会社ＦＡＸ

飯田建設工業㈱東大阪プラント事業部

072-982-0003

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

4t車以下に限る｡10t車持込要相談｡

最大寸法の制限：ｺﾝ塊は40×40×40cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度41分24秒 経度 135度38分1.068秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 068 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：東大阪市中石切町6丁目799番1

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 480ｔ/日 15000m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） －

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 018575－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０７：３０～１７：３０

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０７：３０～１７：３０

　　：　　～　　：　　

－

4,500 円/m3

3,525 円/m3

4,500 円/m3

－

－

－

－

－

2026年 7月15日
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会社名称 株式会社TOC

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4083-1

06-6656-3851

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒557-0062 大阪市西成区津守3丁目8番80号

施設名称

06-6656-3850

施設所在地 〒557-0062 大阪市西成区津守3丁目8番80号

施設ＴＥＬ 06-6656-3850会社ＦＡＸ

株式会社TOCがらこん本舗

06-6656-3851

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

発生源地域の制限：品質基準あり。形状の制限：なし。日曜・祝日、深夜（21:00～7:00）は別途料金必要。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度38分28.176秒 経度 135度28分49.368秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市西成区津守3丁目8番80号

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 816ｔ/日、102ｔ/時 6,500m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 7,050 ・深夜は別途 

アスファルト塊（掘削） ・深夜は別途 

コンクリート塊（有筋） ・深夜は別途 

コンクリート塊（無筋） ・深夜は別途 

コンクリート二次製品 ・深夜は別途 

20 190966－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　１７：００～２１：００

０８：００～１７：００

１７：００～２１：００

円/m3

7,050 円/m3

6,250 円/m3

4,700 円/m3

7,500 円/m3

8,225 円/m3

8,225 円/m3

8,750 円/m3

7,050 円/m3

8,750 円/m3

2024年 5月26日
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会社名称 株式会社昭建

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4094

072-630-2267

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒567-0866 茨木市高浜町3-37

施設名称

072-632-2151

施設所在地 〒567-0866 茨木市高浜町222番1

施設ＴＥＬ 072-634-2451会社ＦＡＸ

㈱昭建大阪アスコン工場

072-630-2267

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｱｽ塊等は30×30×10cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度47分22.272秒 経度 135度33分52.344秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：茨木市高浜町222番1

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 480ｔ/日（ｱｽﾌｧﾙﾄ） 1236m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 5,170

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 010441－ －

－ － 年 月 日

コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

その他：

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：０００８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 ２０：００～０５：００２０：００～０５：００

０８：００～１７：００

２０：００～０５：００

円/m3

6,815 円/m3

－

－

－

6,815 円/m3

8,930 円/m3

－

－

－

2026年 3月29日
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会社名称 森山建設工業株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4095

06-6858-7399

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒664-0888 伊丹市昆陽南1-7-11

施設名称

072-777-0757

施設所在地 〒561-0807 豊中市原田中1丁目225番1

施設ＴＥＬ 06-6858-7377会社ＦＡＸ

森山建設工業㈱豊中リサイクル工場

072-777-3787

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

ﾀﾞﾝﾌﾟできない平ﾎﾞﾃﾞｨ車不可

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は50×50×50cm以下に限る。

木片・有害物・土砂・ゴミ等の含有物がある場合受入不可

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度46分10.2秒 経度 135度27分22.68秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 118 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：豊中市原田中1丁目225番1

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 320ｔ/日 1254m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 4,465

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 031680－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０７：３０～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０７：３０～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

4,465 円/m3

4,655 円/m3

4,080 円/m3

5,145 円/m3

－

－

－

－

－

2026年 5月17日
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会社名称 株式会社ガイアート

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4096

072-654-4105

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町2-8-11

施設名称

072-654-4779

施設所在地 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町2丁目17番外2筆

施設ＴＥＬ 072-654-4779会社ＦＡＸ

㈱ガイアート摂津合材工場

072-654-4105

その他の受入
休止条件

保管数量オーバーの場合は受入休止。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

ﾀﾞﾝﾌﾟｱｯﾌﾟできる車輌

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は30×30×30cm以下に限る。

現在、conガラ受入制限中、異物の混入、混載不可。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度46分57.72秒 経度 135度34分49.764秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府摂津市鳥飼本町2丁目17番外2筆

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 320ｔ/日 1188.1m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 7,050

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 017967－ －

－ － 年 月 日

コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

その他：

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：０００８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

8,225 円/m3

－

－

－

－

－

－

－

－

2025年 7月20日
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会社名称 関西クリアセンター株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4099-3

072-280-1236

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒592-8331 堺市西区築港新町3-27-17

施設名称

072-280-1138

施設所在地 〒595-0056 大阪府泉大津市夕凪町13番2

施設ＴＥＬ 072-247-1138会社ＦＡＸ

関西クリアセンター㈱泉州プラント

072-280-1236

その他の受入
休止条件

日曜・祝日・夜間の受入は事前協議が必要。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊は30×30×30cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度31分17.364秒 経度 135度22分24.06秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府泉大津市夕凪町13番2

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 988.8ｔ/日 m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） －

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 078053－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

その他：

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

－

－

23,500 円/m3

－

－

－

－

－

－

2025年 7月 6日
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会社名称 大林道路株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4118

06-4394-0086

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜夜間休止受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒551-0021 大阪市大正区南恩加島1-11-33

施設名称

06-4394-0084

施設所在地 〒551-0021 大阪市大正区南恩加島1丁目11番33号

施設ＴＥＬ 06-4394-0084会社ＦＡＸ

大林道路㈱大正アスファルト合材所

06-4394-0086

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

排ｶﾞｽ基準適合車に限る｡

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は40×40×40cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度38分10.788秒 経度 135度28分31.62秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市大正区南恩加島1丁目11番33号

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 600ｔ/日 3225m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 9,400

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 007506－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品

０６：００～１７：００ ０６：００～２１：０００６：００～２１：００

　　：　　～　　：　　 ２１：００～０６：００２１：００～０６：００

０６：００～２１：００

２１：００～０６：００

円/m3

9,400 円/m3

11,250 円/m3

9,600 円/m3

15,000 円/m3

10,575 円/m3

10,575 円/m3

12,500 円/m3

10,800 円/m3

16,250 円/m3

2022年 3月 5日
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会社名称 株式会社丸六

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4129-1

072-467-0863

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒598-0021 泉佐野市日根野3640

施設名称

072-467-2396

施設所在地 〒598-0021 泉佐野市日根野2983番1の一部､2984番1の一部

施設ＴＥＬ 072-467-2396会社ＦＡＸ

㈱丸六がれき類破砕施設

072-467-0863

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は50×50×50cm以下に限る。

10t車数台の受入の場合、事前連絡が必要。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度23分12.156秒 経度 135度19分48秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：泉佐野市日根野2983番1の一部、2984番1の一部

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 4.7ｔ/日 m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 7,050

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 019548－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：３００８：００～１７：３０

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：３０

　　：　　～　　：　　

円/m3

7,050 円/m3

8,750 円/m3

7,050 円/m3

8,750 円/m3

－

－

－

－

－

2028年 1月24日
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会社名称 株式会社門田商店

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4134

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒597-0093 貝塚市二色中町9-2

施設名称

072-431-8128

施設所在地 〒597-0043 貝塚市橋本950番1ほか6筆

施設ＴＥＬ 072-431-8143会社ＦＡＸ

㈱門田商店橋本工場

072-431-8170

その他の受入
休止条件

夜間の受入不可

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

ﾀﾞﾝﾌﾟ車､ﾊﾞｷｭｰﾑ車に限る

最大寸法の制限：ｺﾝ塊は150×150×30cm以下に限る。

30cm、60cmを超えるがれきが混入する場合、それぞれ追加料金が必要

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度25分48.9秒 経度 135度21分44.388秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：貝塚市橋本950番1ほか6筆

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 280t/日 1823.638m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 7,050

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 035818－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

7,050 円/m3

6,750 円/m3

5,405 円/m3

12,500 円/m3

－

－

－

－

－

2023年 2月16日
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会社名称 堺土木工事業協同組合

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4176

0725-92-1032

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 都度協議受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒594-1122 和泉市北田中町506

施設名称

0725-90-3456

施設所在地 〒594-1122 和泉市北田中町506番ほか4筆の一部

施設ＴＥＬ 0725-90-3456会社ＦＡＸ

堺土木工事業(協)

0725-92-1032

その他の受入
休止条件

夜間・日曜・祝日の受入・時間は事前協議が必要。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

夜間受入は堺土木の契約車輌に限る｡

形状の制限：混載は受入不可。As塊（赤色、その他色付き）は、受入不可能、Co塊(50㎝～120㎝)は3500円/t。
その他特殊ガラ120cm以上は事前協議が必要。燃料の高騰等その他の理由で価格変動有。
期間中の価格改定も有り。受入制限有り。アスファルトがら受入れ制限中。(事前連絡で要相談)

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度26分10.572秒 経度 135度29分54.276秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：和泉市北田中町506番ほか4筆の一部

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 416t/日 3196m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 3,995 アスファルトガラは一時的に受
入不可。

アスファルト塊（掘削） アスファルトガラは一時的に受
入不可。

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 116096－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０７：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　１７：００～０７：００

０７：００～１７：００

１７：００～０７：００

円/m3

4,700 円/m3

6,250 円/m3

4,700 円/m3

8,000 円/m3

5,992 円/m3

7,050 円/m3

9,375 円/m3

7,050 円/m3

12,000 円/m3

2025年 7月31日
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会社名称 アサヒコーポレーション株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4177

06-6468-2175

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒552-0007 大阪市港区弁天1-2-1ORC200ｵﾌｨｽﾀﾜｰ16階

施設名称

06-6573-3631

施設所在地 〒554-0032 大阪府大阪市此花区梅町2丁目1番60号

施設ＴＥＬ 06-6468-5566会社ＦＡＸ

アサヒコーポレーション㈱北港資源化センター

06-6573-3635

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊等は30×30×30cm以下に限る。形状の制限：メッシュ入りは不可。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度39分49.68秒 経度 135度25分29.892秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府大阪市此花区梅町2丁目1番60号

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 1200t/日 4300m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） －

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 102459－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

その他：

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０７：３０～１６：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０７：３０～１６：３０

　　：　　～　　：　　

－

7,500 円/m3

4,700 円/m3

－

－

－

－

－

－

2028年 5月14日
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会社名称 株式会社翔慶

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4202

06-6552-8834

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒551-0021 大阪市大正区南恩加島7丁目1-82

施設名称

06-6552-8833

施設所在地 〒551-0021 大阪市大正区南恩加島7-1-82

施設ＴＥＬ 06-6552-8833会社ＦＡＸ

㈱翔慶

06-6552-8834

その他の受入
休止条件

夜間受入は事前協議による。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

夜間受入価格は別途100,000円/日

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度37分56.784秒 経度 135度28分4.98秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市大正区南恩加島7-1-82

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 432t/日 2,266.16m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 7,050

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 100721－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

９：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

7,050 円/m3

12,500 円/m3

4,700 円/m3

30,000 円/m3

－

－

－

－

－

2023年 1月10日
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会社名称 泉州リサイクル協同組合

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4398

0725-43-6702

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒594-0011 和泉市上代町1280-1

施設名称

0725-43-6601

施設所在地 〒594-0011 和泉市上代町1280番1ほか18筆

施設ＴＥＬ 0725-43-6601会社ＦＡＸ

泉州リサイクル(協)

0725-43-6702

その他の受入
休止条件

夜間受入不可

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊は30×30×30cm以下に限る。

1車当たりの受入で、10t車：12,000円/車、4t車：10,000円/車、2t車：5000円/車となり、受入金額が異なる。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度30分12.42秒 経度 135度27分34.092秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：和泉市上代町1280番1ほか18筆

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 640t/日 m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） －

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋） 10t車の単価(2・4ｔ車は6,250円/
m3)

コンクリート塊（無筋） 10t車の単価(2・4ｔ車は5,875円/
m3)

コンクリート二次製品 10t車の単価

20 009314－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

－

3,750 円/m3

3,525 円/m3

3,750 円/m3

－

－

－

－

－

2025年10月25日
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会社名称 株式会社ランテック

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4451

06-6577-5031

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒536-0007 大阪市城東区成育2-7-2

施設名称

06-6930-3065

施設所在地 〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-4

施設ＴＥＬ 06-6577-3710会社ＦＡＸ

㈱ランテック港アスファルト合材工場

06-6930-3064

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度38分53.556秒 経度 135度26分54.888秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市港区海岸通4-1-4

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 94.6t/日 751m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 2,820

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 023810－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

０８：００～２０：００ ０８：００～２０：０００８：００～２０：００

２０：００～０８：００ ２０：００～０８：００２０：００～０８：００

０８：００～２０：００

２０：００～０８：００

円/m3

2,820 円/m3

5,000 円/m3

4,230 円/m3

6,250 円/m3

3,525 円/m3

3,525 円/m3

5,750 円/m3

4,935 円/m3

7,000 円/m3

2023年 3月11日
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会社名称 株式会社堺りんかいアスコン

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4562

072-247-1253

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町1丁5番17号

施設名称

072-247-1250

施設所在地 〒592-8331 堺市西区築港新町1丁5番17

施設ＴＥＬ 072-247-1250会社ＦＡＸ

（株）堺りんかいアスコン

072-247-1253

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

10t車まで

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は50×50×30cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度34分22.908秒 経度 135度26分9.168秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 067 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：堺市西区築港新町1丁５番17

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 1,280t/日 35,447m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 5,875

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 194004－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

０８：００～１８：００ ０８：００～１８：０００８：００～１８：００

　　：　　～　　：　　 ２０：００～０７：００２０：００～０７：００

０８：００～１８：００

２０：００～０７：００

円/m3

6,580 円/m3

12,500 円/m3

8,930 円/m3

16,250 円/m3

7,050 円/m3

7,755 円/m3

13,750 円/m3

10,105 円/m3

17,500 円/m3

2022年 3月26日
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会社名称 株式会社昇和

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4584

06-6466-0006

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

１２－１３時休憩受入休止日 １２－１３時休憩

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒552-0005 大阪府大阪市港区田中2-1-1

施設名称

06-6577-5555

施設所在地 〒554-0032 大阪市此花区梅町2-4-114

施設ＴＥＬ 06-6466-0005会社ＦＡＸ

(株)昇和北港リサイクルセンター

06-6577-5565

その他の受入
休止条件

事前連絡があれば日祝日受入れ可能。夜間は事前協議による。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度39分40.176秒 経度 135度25分16.356秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 662 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市此花区梅町2-4-114

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 1,576t/日 6,500m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） －

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

01 61700 － －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

－

6,250 円/m3

4,700 円/m3

20,000 円/m3

－

－

－

－

－

2024年12月24日
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会社名称 株式会社エコセンター大阪

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4585

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

協議による第２土曜日（協議による）受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒572-0075 大阪府寝屋川市葛原2-14-16

施設名称

072-826-5321

施設所在地 〒572-0075 大阪府寝屋川市葛原2丁目2番ほか13筆

施設ＴＥＬ 072-826-5321会社ＦＡＸ

株式会社エコセンター大阪（大阪中央合材工場）

072-826-5323

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は30×30×30cm以下に限る。
異物混入(クラック防止シート他等)の場合受入不可。
カラーASガラ、ASガラ・Coガラ混載、最大寸法以上は別途協議。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度46分6.636秒 経度 135度36分9.576秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 133 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府寝屋川市葛原2丁目2番ほか13筆

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 560t/日 1,253.92m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 4,700

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 216732－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：０００８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 ２０：００～０５：００２０：００～０５：００

０８：００～１７：００

２０：００～０５：００

円/m3

4,700 円/m3

8,750 円/m3

7,050 円/m3

11,250 円/m3

5,875 円/m3

5,875 円/m3

10,000 円/m3

8,225 円/m3

12,500 円/m3

2025年10月26日

45



会社名称 株式会社エコセンター大阪

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4586

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

第２土曜日受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒583-0848 大阪府羽曳野市川向12

施設名称

072-956-6461

施設所在地 〒583-0848 大阪府羽曳野市川向12

施設ＴＥＬ 072-956-6461会社ＦＡＸ

株式会社エコセンター大阪（羽曳野合材工場）

072-956-6463

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は30×30×30cm以下に限る。
クラック防止シート等異物混入の受入不可。
カラーアスファルト殻、アスファルト殻・コンクリート殻混載は価格協議により決定。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度33分23.22秒 経度 135度37分17.94秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府羽曳野市川向12

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 720t/日 1540.014m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 4,700 処分費のみ

アスファルト塊（掘削） 処分費のみ

コンクリート塊（有筋） 処分費のみ

コンクリート塊（無筋） 処分費のみ

コンクリート二次製品 処分費のみ

20 216732－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：０００８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 ２１：００～０５：００２１：００～０５：００

０８：００～１７：００

２１：００～０５：００

円/m3

4,700 円/m3

8,225 円/m3

7,050 円/m3

10,575 円/m3

5,875 円/m3

5,875 円/m3

9,400 円/m3

8,225 円/m3

11,750 円/m3

2025年 7月14日
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会社名称 日本道路株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4591

0725-90-5086

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒595-0075 大阪府泉大津市臨海町1-25-1

施設名称

0725-90-5071

施設所在地 〒595-0075 大阪府泉大津市臨海町1-25-1

施設ＴＥＬ 0725-90-5071会社ＦＡＸ

日本道路株式会社（泉北りんかい合材センター）

0725-90-5086

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｺﾝ塊、ｱｽ塊等は30×30×30cm以下に限る。

大割(30×30×30cm以上)のガラはニブラ(小割破砕機)の使用を要する為、別価格となる。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度31分4.332秒 経度 135度24分54.864秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府泉大津市臨海町1-25-1

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 1,950t/日 10,950.33m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 5,170

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 000280－ －

－ － 年 月 日

 コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

 その他： コンクリート二次製品、スラグ（路盤材）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　２０：００～５：００

０８：００～１７：００

２０：００～５：００

円/m3

5,875 円/m3

11,250 円/m3

9,400 円/m3

16,250 円/m3

6,345 円/m3

7,050 円/m3

12,500 円/m3

10,575 円/m3

17,500 円/m3

2025年 4月16日
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会社名称 名神工業株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4593

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

毎月第２日曜日　休業毎月第２土曜日　休業受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒561-0841 大阪府豊中市名神口一丁目16番12号

施設名称

06-6863-6355

施設所在地 〒561-0841 大阪府豊中市名神口一丁目2番ほか12筆

施設ＴＥＬ会社ＦＡＸ

名神工業株式会社

06-6867-2318

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：ｱｽ塊は100×100×20cm以下に限る。

Ｃｏ，Ａｓ破砕施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度45分12.492秒 経度 135度27分50.832秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 118 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府豊中市名神口一丁目2番ほか12筆

　受入品目及び設置許可番号

受入品目 設置許可番号

　破砕施設：

　施設能力

プラント敷地面積 処理能力 保管能力

㎡ 240t/日 m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

アスファルト塊（切削） 5,640

アスファルト塊（掘削）

コンクリート塊（有筋）

コンクリート塊（無筋）

コンクリート二次製品

20 037825－ －

－ － 年 月 日

コンクリート塊

 アスファルト・コンクリート塊

その他：

０８：００～１７：００ ０８：００～１８：０００８：００～１８：００

　　：　　～　　：　　 ２１：００～０８：００２１：００～０８：００

０８：００～１８：００

２１：００～０８：００

円/m3

5,875 円/m3

－

－

－

6,815 円/m3

7,050 円/m3

－

－

－

2026年 3月 1日
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会社名称 関西チップ工業株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4032

06-6685-3953

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3-1-58

施設名称

06-6685-3951

施設所在地 〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3丁目1番58号

施設ＴＥＬ 06-6685-3951会社ＦＡＸ

関西チップ工業㈱

06-6685-3953

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

4tﾀﾞﾝﾌﾟ車以下に限る

最大寸法の制限：角材は径5cm 長さ400cm以下に限る。

形状の制限：腐材、油性ペイント、皮、防腐剤混入物、炭状になったものは不可。

建設発生木材チップ化施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度37分34.284秒 経度 135度28分42.42秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市住之江区北加賀屋3丁目1番58号

　設置許可番号

設置許可番号

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 107.4ｔ/日 624m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

剪定草木・伐採木 幹 －

剪定草木・伐採木 根

剪定草木・伐採木 枝葉

建設発生木材 角材 無償受入

20 049333－ －

－ － 年 月 日

破砕施設：

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１８：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１８：００

　　：　　～　　：　　

－

－

－

焼却施設：

再資源化施設（チップ化） 焼却施設

t／日

t／時

－

－

－

－

2024年 6月30日
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会社名称 関西商事株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4063

0724-36-2048

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3-1-58

施設名称

06-6685-3951

施設所在地 〒595-0814 泉北郡忠岡町新浜2丁目11番4､11番5

施設ＴＥＬ 0724-36-2047会社ＦＡＸ

関西商事㈱

06-6685-3953

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

10t車まで可｡ただしﾄﾚｰﾗｰ不可｡

集成材、合掌材は別料金。

建設発生木材チップ化施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度29分57.912秒 経度 135度22分31.368秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：泉北郡忠岡町新浜2丁目11番4､11番5

　設置許可番号

設置許可番号

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 220ｔ/日 3725.3m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

剪定草木・伐採木 幹 － 現在受入不可

剪定草木・伐採木 根

剪定草木・伐採木 枝葉 現在受入不可

建設発生木材 角材 M･D･Fﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞを除く木材

20 047935－ －

－ － 年 月 日

破砕施設：

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１８：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１８：００

　　：　　～　　：　　

－

10,500 円/ｔ

－

焼却施設：

再資源化施設（チップ化） 焼却施設

t／日

t／時

－

－

－

－

2024年 5月19日
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会社名称 木材開発株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4066-1

0724-23-3626

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 休業の場合もあり受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒559-0024 大阪市住之江区新北島3-6-45

施設名称

06-6685-6222

施設所在地 〒596-0011 岸和田市木材町11番13､11番18

施設ＴＥＬ 0724-23-3626会社ＦＡＸ

木材開発㈱岸和田工場

06-6685-7316

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

建設発生木材の柱以外は11,000円/t。草の受入は不可。

建設発生木材チップ化施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度29分15.864秒 経度 135度22分49.656秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：岸和田市木材町11番13､11番18

　設置許可番号

設置許可番号

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 290ｔ/日 720m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

剪定草木・伐採木 幹 1,000

剪定草木・伐採木 根

剪定草木・伐採木 枝葉

建設発生木材 角材

20 003319－ －

－ － 年 月 日

破砕施設：

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：０００６：００～１９：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０６：００～１９：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

18,000 円/ｔ

1,000 円/ｔ

13,000 円/ｔ

焼却施設：

再資源化施設（チップ化） 焼却施設

t／日

t／時

－

－

－

－

2027年12月25日
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会社名称 木材開発株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4066-2

06-6682-1817

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 休業の場合もあり受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒559-0024 大阪市住之江区新北島3-6-45

施設名称

06-6685-6222

施設所在地 〒559-0026 大阪市住之江区平林北2丁目6番50号

施設ＴＥＬ 06-6682-1817会社ＦＡＸ

木材開発㈱平林工場

06-6685-7316

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

建設発生木材の柱以外は11,000円/t。草の受入は不可。

建設発生木材チップ化施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度37分2.568秒 経度 135度27分31.392秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市住之江区平林北2丁目6番50号

　設置許可番号

設置許可番号

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 360ｔ/日 625m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

剪定草木・伐採木 幹 1,000

剪定草木・伐採木 根

剪定草木・伐採木 枝葉

建設発生木材 角材

20 003319－ －

－ － 年 月 日

破砕施設：

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：０００６：００～１９：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０６：００～１９：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

18,000 円/ｔ

1,000 円/ｔ

13,000 円/ｔ

焼却施設：

再資源化施設（チップ化） 焼却施設

t／日

t／時

－

－

－

－

2028年 6月30日
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会社名称 関西クリアセンター株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4099-3

072-280-1236

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒592-8331 堺市西区築港新町3-27-17

施設名称

072-280-1138

施設所在地 〒595-0056 大阪府泉大津市夕凪町13番2

施設ＴＥＬ 072-247-1138会社ＦＡＸ

関西クリアセンター㈱泉州プラント

072-280-1236

その他の受入
休止条件

日曜・祝日・夜間の受入は事前協議が必要。

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：角材は径300cm、長さ400cm以下に限る。

建設発生木材チップ化施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度31分17.364秒 経度 135度22分24.06秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府泉大津市夕凪町13番2

　設置許可番号

設置許可番号

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 56.0ｔ/日、77.4ｔ/日 　　　　　　　　　　m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

剪定草木・伐採木 幹 －

剪定草木・伐採木 根

剪定草木・伐採木 枝葉

建設発生木材 角材 6,000円/m3

20 078053－ －

－ － 年 月 日

破砕施設：

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

－

20,000 円/ｔ

－

焼却施設：

再資源化施設（チップ化） 焼却施設

t／日

t／時

－

－

－

－

2025年 7月 6日
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会社名称 株式会社植田建設

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4111

072-869-0723

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒574-0012 大東市龍間1075番地

施設名称

072-869-0624

施設所在地 〒574-0012 大阪府大東市大字龍間1075番の一部

施設ＴＥＬ 072-869-0624会社ＦＡＸ

㈱植田建設

072-869-0723

その他の受入
休止条件

夜間受入不可。

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

受入価格は、性状を見た上で協議。

建設発生木材チップ化施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度42分38.88秒 経度 135度40分16.824秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府大東市大字龍間1075番の一部

　設置許可番号

設置許可番号

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 4.0t/日 357.3m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

剪定草木・伐採木 幹 50,000

剪定草木・伐採木 根

剪定草木・伐採木 枝葉

建設発生木材 角材

20 037996－ －

－ － 年 月 日

破砕施設：

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

50,000 円/ｔ

30,000 円/ｔ

50,000 円/ｔ

焼却施設：

再資源化施設（チップ化） 焼却施設

3.52ｔ/日

－

－

－

－

2027年 8月 5日

55



会社名称 株式会社福樹園

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4116

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可第２、第４土曜受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒557-0012 大阪市西成区聖天下1丁目7番10号

施設名称

06-6654-6380

施設所在地 〒585-0044 南河内郡千早赤阪村森屋662番1

施設ＴＥＬ 0721-72-1759会社ＦＡＸ

㈱福樹園

06-6654-6381

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

4t車以下に限る

形状の制限：根は幹から切り離すこと。金属、有害物､土砂､プラスチック、ゴムを含むものは受入不可。

建設発生木材チップ化施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度28分13.26秒 経度 135度37分14.808秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：南河内郡千早赤阪村森屋662番1

　設置許可番号

設置許可番号

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 77ｔ/日 200m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

剪定草木・伐採木 幹 9,000 4ｔ車以下

剪定草木・伐採木 根 4ｔ車以下

剪定草木・伐採木 枝葉 4ｔ車以下

建設発生木材 角材

20 081823－ －

－ － 年 月 日

破砕施設：

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０７：００～１８：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０７：００～１８：００

　　：　　～　　：　　

円/m3

18,000 円/m3

－

4,500 円/m3

焼却施設：

再資源化施設（チップ化） 焼却施設

t／日

t／時

－

－

－

－

2022年 1月23日
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会社名称 株式会社都市樹木再生センター

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4144

072-869-0368

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒574-0012 大東市龍間698

施設名称

072-869-0365

施設所在地 〒574-0012 大阪府大東市龍間1195番地ほか4筆

施設ＴＥＬ 072-869-0365会社ＦＡＸ

㈱都市樹木再生センター

072-869-0368

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：角材は10cm角以上で異物の付着が無いものに限る。
最大寸法の制限：幹は直径20cm以上長さ1ｍ以上の小枝を除いた丸太状のもの。
形状の制限：根は土を落とすこと。

建設発生木材チップ化施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度42分53.244秒 経度 135度39分54.468秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府大東市龍間1195番地ほか4筆

　設置許可番号

設置許可番号

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 240ｔ/日 3360t

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

剪定草木・伐採木 幹 15,000 草24,000(刈草に限る)竹幹25,0
00竹根40,000

剪定草木・伐採木 根 草24,000(刈草に限る)竹幹25,0
00竹根40,000

剪定草木・伐採木 枝葉 草24,000(刈草に限る)竹幹25,0
00竹根40,000

建設発生木材 角材

20 103484－ －

－ － 年 月 日

破砕施設：

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１８：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１８：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

23,000 円/ｔ

12,000 円/ｔ

17,000 円/ｔ

焼却施設：

再資源化施設（チップ化） 焼却施設

t／日

t／時

－

－

－

－

2025年 9月 3日

57



会社名称 DINS関西株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4178-3

072-245-7930

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒592-8331 堺市西区築港新町1-5-38

施設名称

072-245-7777

施設所在地 〒592-8331 堺市西区築港新町4丁2番3,4番4

施設ＴＥＬ 072-245-7777会社ＦＡＸ

RAC事業所

072-245-7930

その他の受入
休止条件

12～13時受入休止。年末年始のみ休業

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

新規搬入業者については､社内で事前審査を行い､受理された後の搬入となる｡

なし

最大寸法の制限：角材は直径30cm以下、長さ200cm以下に限る。事前に廃棄物の下見が必要。

2019年10月1日より新単価となるため要問合せ。

建設発生木材チップ化施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度34分34.788秒 経度 135度24分58.14秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 067 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：堺市西区築港新町4丁2番3,4番4

　設置許可番号

設置許可番号

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 147.84ｔ/日 6,198m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

剪定草木・伐採木 幹 35,000

剪定草木・伐採木 根

剪定草木・伐採木 枝葉

建設発生木材 角材

20 111723－ －

－ － 年 月 日

破砕施設：

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１７：４５０８：００～１７：４５

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：４５

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

40,000 円/ｔ

15,000 円/ｔ

35,000 円/ｔ

焼却施設：

再資源化施設（チップ化） 焼却施設

t／日

t／時

－

－

－

－

2023年 7月21日

58



会社名称 株式会社前田造園

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4291

072-892-5306

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒573-1134 枚方市養父丘1-2-26

施設名称

072-809-2210

施設所在地 〒576-0066 交野市青山2-2642-1他8筆

施設ＴＥＬ 072-892-3558会社ＦＡＸ

㈱前田造園

072-892-3885

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

計量は4t車までのみ対応｡

なし

建設発生木材チップ化施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度47分18.636秒 経度 135度41分30.48秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：交野市青山2-2642-1他8筆

　設置許可番号

設置許可番号

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 212t/日 207.2m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

剪定草木・伐採木 幹 6,000 直径20cm以上でトラックの荷台におさまる長
さ(枝打ちをした状態)。草は別途価格。

剪定草木・伐採木 根 土が多い場合は受入不可。草
は別途価格。

剪定草木・伐採木 枝葉 直径20cm未満でトラックの荷台
におさまる長さ。草は別途価格。

建設発生木材 角材

20 080852－ －

－ － 年 月 日

破砕施設：

　　：　　～　　：　　 ０８：００～１８：０００８：００～１８：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１８：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

16,000 円/ｔ

－

10,000 円/ｔ

焼却施設：

再資源化施設（チップ化） 焼却施設

t／日

t／時

－

－

－

－

2021年 8月24日

59



会社名称 有限会社前田造園

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4452

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可１２：００～１３：００は休憩受入休止日 １２：００～１３：００は休憩

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒599-8104 堺市東区引野町2丁129-4

施設名称

072-286-4127

施設所在地 〒590-0451 泉南郡熊取町野田235番1の一部

施設ＴＥＬ会社ＦＡＸ

㈲前田造園

072-287-6620

その他の受入
休止条件

夜間受入不可。

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

建設発生木材チップ化施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度22分43.176秒 経度 135度21分48.924秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：泉南郡熊取町野田235番1の一部

　設置許可番号

設置許可番号

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 4.5t/日 1312m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

剪定草木・伐採木 幹 10,000 税込11,000円/t

剪定草木・伐採木 根 税込22,000円/t

剪定草木・伐採木 枝葉 税込13,200円/t

建設発生木材 角材

20 168774－ －

－ － 年 月 日

破砕施設：

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１８：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１８：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

20,000 円/ｔ

－

12,000 円/ｔ

焼却施設：

再資源化施設（チップ化） 焼却施設

t／日

t／時

－

－

－

－

2022年11月11日

60



会社名称 株式会社田中浚渫工業

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4540-1

06-6478-3340

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒581-0042 大阪府八尾市木の本5-49

施設名称

072-998-4131

施設所在地 〒555-0043 大阪市西淀川区大野3-7-144

施設ＴＥＬ 06-6478-3330会社ＦＡＸ

株式会社田中浚渫工業バイオパワー

072-998-4138

その他の受入
休止条件

ヤード等の関係上、受入日時については都度協議が必要。

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

最大寸法の制限：角材は径9cm、長さ400cm以下に限る。

最大寸法の制限：生木は径9cm、長さ400cm以下に限る。

建設発生木材チップ化施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度42分1.512秒 経度 135度25分57.576秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市西淀川区大野3-7-144

　設置許可番号

設置許可番号

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 95ｔ/日 250m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

剪定草木・伐採木 幹 16,000

剪定草木・伐採木 根

剪定草木・伐採木 枝葉

建設発生木材 角材

20 067110－ －

－ － 年 月 日

破砕施設：

　　：　　～　　：　　 ０９：００～１８：０００９：００～１８：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０９：００～１８：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

20,000 円/ｔ

2,000 円/ｔ

18,000 円/ｔ

焼却施設：

再資源化施設（チップ化） 焼却施設

t／日

t／時

－

－

－

－

2025年 6月30日
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会社名称 大阪ベントナイト事業協同組合

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4020-1

06-6682-3768

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2丁目8-37

施設名称

06-6686-0003

施設所在地 〒559-0023 大阪市住之江区泉2丁目1番92号

施設ＴＥＬ 06-6682-3766会社ＦＡＸ

大阪ベントナイト事業協同組合泉プラント

06-6686-0004

その他の受入
休止条件

日曜・祝日の受入は事前協議による。

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

事前協議が必要

なし

建設汚泥施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度36分46.008秒 経度 135度27分44.064秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市住之江区泉2丁目1番92号

　処理方法及び設置許可番号

処理方法 設置許可番号

　脱水施設：

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 2,807m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

建設汚泥 固化物 6,800

建設汚泥 脱水ケーキ

建設汚泥 泥水

建設汚泥 軟弱土

20 004668－ －

－ － 年 月 日

脱水

天日乾燥

 その他： 固化・固化製品化 360m3・792m3

t／日

t／時

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０７：００～１９：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　１９：００～０７：００

０７：００～１９：００

１９：００～０７：００

円/ｔ

6,800 円/ｔ

－

7,800 円/ｔ

6,800 円/ｔ

6,800 円/ｔ

－

7,800 円/ｔ

乾燥（焼成等）

　天日乾燥施設：

　機械乾燥施設：

　焼却施設：

脱水施設 天日乾燥施設

t／日

t／時

機械乾燥施設 焼却施設

t／日

t／時

t／日

t／時

2023年 9月30日
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会社名称 大阪ベントナイト事業協同組合

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4020-3

072-245-5510

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2丁目8-37

施設名称

06-6686-0003

施設所在地 〒592-8331 堺市西区築港新町一丁5番35

施設ＴＥＬ 072-245-2277会社ＦＡＸ

大阪ベントナイト事業協同組合堺プラント

06-6686-0004

その他の受入
休止条件

日曜・祝日・夜間の受入は事前協議による。

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

事前協議が必要｡

なし

建設汚泥施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度34分49.044秒 経度 135度26分18.24秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 067 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：堺市西区築港新町一丁5番35

　処理方法及び設置許可番号

処理方法 設置許可番号

　脱水施設：

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 1,651m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

建設汚泥 固化物 6,800

建設汚泥 脱水ケーキ

建設汚泥 泥水

建設汚泥 軟弱土

20 004668－ －

－ － 年 月 日

脱水

天日乾燥

 その他：  流動化・分級（処理能力：520ｔ/日）　固化(480m3/日)

t／日

t／時

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０７：００～１８：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０７：００～１８：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

6,800 円/ｔ

7,800 円/ｔ

7,800 円/ｔ

－

－

－

－

乾燥（焼成等）

　天日乾燥施設：

　機械乾燥施設：

　焼却施設：

脱水施設 天日乾燥施設

t／日

t／時

機械乾燥施設 焼却施設

t／日

t／時

t／日

t／時

2022年 2月15日
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会社名称 村野建材株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4049

072-997-1339

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒577-0055 東大阪市長栄寺21-22

施設名称

072-999-2801

施設所在地 〒581-0844 大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆

施設ＴＥＬ 072-999-2801会社ＦＡＸ

村野建材㈱八尾工場

072-997-1339

その他の受入
休止条件

夜間受入は事前協議にて可能

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

建設汚泥施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度38分32.856秒 経度 135度37分43.716秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 126 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆

　処理方法及び設置許可番号

処理方法 設置許可番号

　脱水施設：

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡
がれき(1,759.7m3）汚泥(110m

3)

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

建設汚泥 固化物 6,000

建設汚泥 脱水ケーキ

建設汚泥 泥水

建設汚泥 軟弱土

20 063529－ －

－ － 年 月 日

脱水

天日乾燥

 その他：  固化（処理能力：81.1m3/日）

t／日

t／時

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

6,000 円/ｔ

10,000 円/m3

－

7,000 円/ｔ

7,000 円/ｔ

11,000 円/m3

－

乾燥（焼成等）

　天日乾燥施設：

　機械乾燥施設：

　焼却施設：

脱水施設 天日乾燥施設

t／日

t／時

機械乾燥施設 焼却施設

t／日

t／時

t／日

t／時

2024年 9月26日
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会社名称 株式会社TOC

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4083-1

06-6656-3851

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒557-0062 大阪市西成区津守3丁目8番80号

施設名称

06-6656-3850

施設所在地 〒557-0062 大阪市西成区津守3丁目8番80号

施設ＴＥＬ 06-6656-3850会社ＦＡＸ

株式会社TOCがらこん本舗

06-6656-3851

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

発生源地域の制限：品質基準あり。形状の制限：無機汚泥。

日曜・祝日、深夜（21:00～7:00）は別途料金必要。

建設汚泥施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度38分28.176秒 経度 135度28分49.368秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市西成区津守3丁目8番80号

　処理方法及び設置許可番号

処理方法 設置許可番号

　脱水施設：

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

㎡ 6,500m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

建設汚泥 固化物 4,000

建設汚泥 脱水ケーキ

建設汚泥 泥水

建設汚泥 軟弱土

20 190966－ －

－ － 年 月 日

脱水

天日乾燥

 その他：  薬剤固化（処理能力：350m3/日）

t／日

t／時

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　１７：００～２１：００

０８：００～１７：００

１７：００～２１：００

円/ｔ

－

6,000 円/ｔ

5,000 円/ｔ

－

－

－

－

乾燥（焼成等）

　天日乾燥施設：

　機械乾燥施設：

　焼却施設：

脱水施設 天日乾燥施設

t／日

t／時

機械乾燥施設 焼却施設

t／日

t／時

t／日

t／時

2022年 7月31日
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会社名称 株式会社三和

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4100-1

0729-25-6101

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2

施設名称

06-6612-8100

施設所在地 〒581-0811 八尾市新家町6丁目1番1､1番8

施設ＴＥＬ 0729-25-6100会社ＦＡＸ

㈱三和八尾中間処理場

06-6612-8400

その他の受入
休止条件

夜間・日曜・祝日の受入は事前協議による。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

浚渫工事に伴い発生する汚泥は、25,000円/ｔ。事前協議が必要。

建設汚泥施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度39分1.728秒 経度 135度35分52.188秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 126 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：八尾市新家町6丁目1番1､1番8

　処理方法及び設置許可番号

処理方法 設置許可番号

　脱水施設：

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

㎡

325m3/日

959m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

建設汚泥 固化物 7,400

建設汚泥 脱水ケーキ

建設汚泥 泥水

建設汚泥 軟弱土

20 142056－ －

－ － 年 月 日

 脱水

天日乾燥

 その他：  流動化（処理能力：634m3/日）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

8,000 円/ｔ

7,800 円/ｔ

7,400 円/ｔ

－

－

－

－

乾燥（焼成等）

　天日乾燥施設：

　機械乾燥施設：

　焼却施設：

脱水施設 天日乾燥施設

t／日

t／時

機械乾燥施設 焼却施設

t／日

t／時

t／日

t／時

2023年 7月31日
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会社名称 株式会社三和

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4100-2

06-4702-4648

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2

施設名称

06-6612-8100

施設所在地 〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南2-4-28

施設ＴＥＬ 06-4702-4647会社ＦＡＸ

㈱三和平林中間処理場

06-6612-8400

その他の受入
休止条件

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

浚渫工事に伴い発生する汚泥は、25,000円/ｔ。事前協議が必要。

建設汚泥施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度36分25.92秒 経度 135度27分25.74秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府大阪市住之江区平林南2-4-28

　処理方法及び設置許可番号

処理方法 設置許可番号

　脱水施設：

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

㎡

324m3/日

1415m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

建設汚泥 固化物 7,400

建設汚泥 脱水ケーキ

建設汚泥 泥水

建設汚泥 軟弱土

20 142056－ －

－ － 年 月 日

 脱水

 天日乾燥

 その他：  流動化（処理能力：960m3/日）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

8,000 円/ｔ

7,800 円/ｔ

7,400 円/ｔ

－

－

－

－

乾燥（焼成等）

　天日乾燥施設：

　機械乾燥施設：

　焼却施設：

脱水施設 天日乾燥施設

97m3/日

機械乾燥施設 焼却施設

t／日

t／時

t／日

t／時

2026年 4月12日
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会社名称 株式会社門田商店

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4134

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

日曜受入不可 祝日受入不可受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒597-0093 貝塚市二色中町9-2

施設名称

072-431-8128

施設所在地 〒597-0043 貝塚市橋本950番1ほか6筆

施設ＴＥＬ 072-431-8143会社ＦＡＸ

㈱門田商店橋本工場

072-431-8170

その他の受入
休止条件

夜間の受入不可

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

ﾀﾞﾝﾌﾟ車､ﾊﾞｷｭｰﾑ車に限る

30cm、60cmを超えるがれきが混入する場合、それぞれ追加料金が必要

建設汚泥施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度25分48.9秒 経度 135度21分44.388秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：貝塚市橋本950番1ほか6筆

　処理方法及び設置許可番号

処理方法 設置許可番号

　脱水施設：

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

㎡ 1823.638m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

建設汚泥 固化物 7,500

建設汚泥 脱水ケーキ

建設汚泥 泥水

建設汚泥 軟弱土

20 035818－ －

－ － 年 月 日

脱水

天日乾燥

 その他：  固化（処理能力：360m3/日）、破砕（処理能力：280ｔ/日）

t／日

t／時

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

8,500 円/ｔ

8,500 円/ｔ

8,500 円/ｔ

－

－

－

－

乾燥（焼成等）

　天日乾燥施設：

　機械乾燥施設：

　焼却施設：

脱水施設 天日乾燥施設

t／日

t／時

機械乾燥施設 焼却施設

t／日

t／時

t／日

t／時

2023年 2月16日
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会社名称 株式会社三共テクノス

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4185

06-6612-5600

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2

施設名称

06-6612-8833

施設所在地 〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2

施設ＴＥＬ 06-6612-8833会社ＦＡＸ

㈱三共テクノス

06-6612-5600

その他の受入
休止条件

日曜・祝日の受入は事前協議が必要。夜間の受入は事前協議が必要。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

持込業者を限定している

自車で荷降ろし可能である事｡

形状の制限：固化物→10×10×10cm以下とする。

建設汚泥施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度37分10.452秒 経度 135度26分32.172秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市住之江区南港東3-1-2

　処理方法及び設置許可番号

処理方法 設置許可番号

　脱水施設：

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

㎡

638m3/日

800m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

建設汚泥 固化物 7,400

建設汚泥 脱水ケーキ

建設汚泥 泥水

建設汚泥 軟弱土

20 127104－ －

－ － 年 月 日

 脱水

天日乾燥

 その他：  流動化（処理能力：500m3/日）、中和（処理能力：48m3/日）

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　０９：００～１８：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　１８：００～０９：００

０９：００～１８：００

１８：００～０９：００

円/ｔ

8,000 円/ｔ

8,000 円/ｔ

8,000 円/ｔ

7,400 円/ｔ

8,000 円/ｔ

8,000 円/ｔ

8,000 円/ｔ

乾燥（焼成等）

　天日乾燥施設：

　機械乾燥施設：

　焼却施設：

脱水施設 天日乾燥施設

t／日

t／時

機械乾燥施設 焼却施設

t／日

t／時

t／日

t／時

2023年 9月25日
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会社名称 株式会社昌英

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4186

06-6681-3688

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒559-0021 大阪市住之江区柴谷1-1-1

施設名称

06-6681-2366

施設所在地 〒559-0021 大阪市住之江区柴谷1-1-1

施設ＴＥＬ 06-6681-2366会社ＦＡＸ

昌英リサイクルセンター

06-6681-3688

その他の受入
休止条件

24時間受入可能

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

海上にての受入も可能。

建設汚泥施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度37分24.672秒 経度 135度28分6.564秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市住之江区柴谷1-1-1

　処理方法及び設置許可番号

処理方法 設置許可番号

　脱水施設：

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

㎡ 658m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

建設汚泥 固化物 5,000

建設汚泥 脱水ケーキ

建設汚泥 泥水

建設汚泥 軟弱土

20 040835－ －

－ － 年 月 日

脱水

天日乾燥

 その他：  固化（処理能力：450m3/日）

t／日

t／時

０８：００～１８：００ ０８：００～１８：０００８：００～１８：００

１８：００～０８：００ １８：００～０８：００１８：００～０８：００

０８：００～１８：００

１８：００～０８：００

円/ｔ

5,200 円/ｔ

7,500 円/ｔ

5,500 円/ｔ

6,500 円/ｔ

6,800 円/ｔ

9,800 円/ｔ

7,200 円/ｔ

乾燥（焼成等）

　天日乾燥施設：

　機械乾燥施設：

　焼却施設：

脱水施設 天日乾燥施設

t／日

t／時

機械乾燥施設 焼却施設

t／日

t／時

t／日

t／時

2023年 3月13日
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会社名称 明豊興業株式会社

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4449

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

事前協議が必要 事前協議が必要受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒566-0062 摂津市鳥飼上四丁目9番29号

施設名称

072-653-3157

施設所在地 〒566-0062 摂津市鳥飼上四丁目51番ほか6筆

施設ＴＥＬ 072-653-3157会社ＦＡＸ

明豊興業㈱造粒固化施設

072-653-3158

その他の受入
休止条件

日曜、夜間受入については、事前協議による。

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

事前協議が必要

なし

発生源地域の制限：事前協議による。悪臭を発生しない汚泥に限る。

夜間の受入時間・価格は、事前協議による。

建設汚泥施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度47分37.464秒 経度 135度35分52.512秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：摂津市鳥飼上四丁目51番ほか6筆

　処理方法及び設置許可番号

処理方法 設置許可番号

　脱水施設：

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡

9.5m3/日

340　m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

建設汚泥 固化物 6,000

建設汚泥 脱水ケーキ

建設汚泥 泥水

建設汚泥 軟弱土

20 160394－ －

－ － 年 月 日

 脱水

天日乾燥

 その他：  流動化(処理能力:639m3/日)造粒固化（処理能力：480ｔ/日）

０８：００～１７：００ ０８：００～１７：０００８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

０８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

6,500 円/ｔ

8,000 円/ｔ

7,000 円/ｔ

－

－

－

－

乾燥（焼成等）

　天日乾燥施設：

　機械乾燥施設：

　焼却施設：

脱水施設 天日乾燥施設

t／日

t／時

機械乾燥施設 焼却施設

t／日

t／時

t／日

t／時

2021年 8月 1日
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会社名称 株式会社よしひろ商店

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4534

072-958-8300

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒599-8112 堺市東区日置荘原寺町138-1

施設名称

072-287-1606

施設所在地 〒583-0847 大阪府羽曳野市大黒130番3及び131番1の一部

施設ＴＥＬ 072-957-8900会社ＦＡＸ

㈱よしひろ商店羽曳野工場

072-287-1607

その他の受入
休止条件

夏季、年末年始の変更有り（祝日の場合）

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

建設汚泥施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度32分26.736秒 経度 135度37分0.084秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 027 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪府羽曳野市大黒130番3及び131番1の一部

　処理方法及び設置許可番号

処理方法 設置許可番号

　脱水施設：

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡ 216m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

建設汚泥 固化物 4,500 含水比40%迄

建設汚泥 脱水ケーキ 含水比40～80%

建設汚泥 泥水 含水比80%～

建設汚泥 軟弱土 含水比40～80%

20 052041－ －

－ － 年 月 日

脱水

天日乾燥

 その他： 固化 216m3/日

t／日

t／時

　　：　　～　　：　　 ８：００～１７：００８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

８：００～１７：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

5,500 円/ｔ

6,800 円/ｔ

5,500 円/ｔ

－

－

－

－

乾燥（焼成等）

　天日乾燥施設：

　機械乾燥施設：

　焼却施設：

脱水施設 天日乾燥施設

t／日

t／時

機械乾燥施設 焼却施設

t／日

t／時

t／日

t／時

2022年 3月23日
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会社名称 株式会社田中浚渫工業

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4540-2

06-6553-3151

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

受入休止日

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒581-0042 大阪府八尾市木の本5-49

施設名称

072-998-4131

施設所在地 〒551-0023 大阪市大正区鶴町5丁目6番9号

施設ＴＥＬ 06-6553-3150会社ＦＡＸ

株式会社田中浚渫工業マッドパワー

072-998-4138

その他の受入
休止条件

祝日の搬入は都度協議が必要。

収集運搬業者

　　の制限　　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

なし

なし

建設汚泥施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度38分34.656秒 経度 135度27分29.088秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 066 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市大正区鶴町5丁目6番9号

　処理方法及び設置許可番号

処理方法 設置許可番号

　脱水施設：

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

　　　　　　　　　　　　㎡

28m3/日

　　　　　　　　　　m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

建設汚泥 固化物 6,000

建設汚泥 脱水ケーキ

建設汚泥 泥水

建設汚泥 軟弱土

20 067110－ －

－ － 年 月 日

 脱水

天日乾燥

 その他： ①流動化②固化 ①639m3/日②480t/日

　　：　　～　　：　　 ０９：００～１８：０００９：００～１８：００

　　：　　～　　：　　 １８：００～０９：００１８：００～０９：００

０９：００～１８：００

１８：００～０９：００

円/ｔ

6,500 円/ｔ

8,000 円/ｔ

7,000 円/ｔ

6,000 円/ｔ

6,500 円/ｔ

8,000 円/ｔ

7,000 円/ｔ

乾燥（焼成等）

　天日乾燥施設：

　機械乾燥施設：

　焼却施設：

脱水施設 天日乾燥施設

t／日

t／時

機械乾燥施設 焼却施設

t／日

t／時

t／日

t／時

2025年 6月30日
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会社名称 株式会社ハーモニックス

受入価格表

管理番号

施設ＦＡＸ

4567

06-4804-1355

受入可能日 平日 土曜 日曜 祝日

昼間受入

夜間受入

調査年度　R3 下期

２４時間営業受入休止日 ２４時間営業

会社所在地

会社ＴＥＬ

〒554-0032 大阪市此花区梅町2丁目2番13号

施設名称

06-4804-1350

施設所在地 〒554-0032 大阪市此花区梅町2丁目2番13号

施設ＴＥＬ 06-4804-1350会社ＦＡＸ

㈱ハーモニックス本社工場

06-4804-1355

その他の受入
休止条件

日曜・祝日の受入は事前協議による。

収集運搬業者

　の制限　

搬入車両の制限

その他の

　受入条件　

原則として㈱ﾊｰﾓｾﾚ､要相談

原則､ﾌﾞﾛｱｰ車､ﾀﾞﾝﾌﾟ車輌とする｡

形状の制限：最大寸法の制限：固化物は人頭大以下に限る。異物の混入はなし。

建設汚泥施設情報　再資源化施設

　事業所情報、業許可情報

施設緯度 34度39分39.384秒 経度 135度25分23.592秒

担当者名 敷地面積

業許可番号1 662 有効期限

業許可番号2 有効期限

備考 緯度経度出力：大阪市此花区梅町2丁目2番13号

　処理方法及び設置許可番号

処理方法 設置許可番号

　脱水施設：

　施設能力

プラント敷地面積
処理能力

保管能力

㎡

698.1m3/日

1500m3

　受入条件

　調査価格

調査品目 規格 昼間料金 夜間料金 備考

建設汚泥 固化物 8,400

建設汚泥 脱水ケーキ

建設汚泥 泥水

建設汚泥 軟弱土

00 41236 － －

－ － 年 月 日

 脱水

天日乾燥

 その他： 固化 293.7m3/日

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　００：００～２４：００

　　：　　～　　：　　 　　：　　～　　：　　　　：　　～　　：　　

００：００～２４：００

　　：　　～　　：　　

円/ｔ

9,000 円/ｔ

9,600 円/ｔ

9,000 円/ｔ

8,400 円/ｔ

9,000 円/ｔ

9,600 円/ｔ

9,000 円/ｔ

乾燥（焼成等）

　天日乾燥施設：

　機械乾燥施設：

　焼却施設：

脱水施設 天日乾燥施設

t／日

t／時

機械乾燥施設 焼却施設

t／日

t／時

t／日

t／時

2028年 5月16日
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