
一次中間処分 処分方法 二次中間処分 処分方法 最終処分 処分方法

日本製紙木材㈱石巻工場

㈱加美町振興公社

㈱青南商事 破砕 ㈱青南RER 焼却（ｻｰﾏﾙ）

㈱キヨスミ産研

テルス㈱
㈱最上クリーンセンター 溶融固化
(有)築館クリーンセンター 造粒固化

㈱クリーンテック

仙台環境開発㈱
(有)築館クリーンセンター 造粒固化
㈱最上クリーンセンター 溶融固化

八戸製錬㈱ 脱塩・脱水

㈱疋田建設 造粒固化

㈱キヨスミ産研 管理型埋立
ジークライト㈱ 管理型埋立

(有)築館クリーンセンター 造粒固化

太平洋セメント㈱ 焼却（ｻｰﾏﾙ）

㈱サニックスエナジー 発電燃料として売却

㈱大分グランマ 管理型埋立

小名浜製錬㈱ 焼却（ｻｰﾏﾙ）

エコシステム小坂㈱ 焼却（ｻｰﾏﾙ）

ユナイテッド計画㈱ 焼却（ｻｰﾏﾙ）

太平洋セメント㈱ 焼却（ｻｰﾏﾙ）

エコシステム秋田㈱ 焼却（ｻｰﾏﾙ）

エコシステム千葉㈱ 焼却（ｻｰﾏﾙ）
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㈱サニックス

破砕
圧縮梱包
切断・圧縮

溶融

固形燃料（RPF）化

㈱キヨスミ産研

㈱オガワエコノス

破砕
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㈱環境開発公社ＭＣＭ 破砕

固形燃料（RPF）化

（別紙）産業廃棄物処理フロー                                     2021年11月現在

収集運搬

金
属
く
ず

切断・圧縮
圧縮梱包

㈱サイコー 鉄鋼原料として売却

㈱青南商事 破砕、圧縮 ㈱青南商事 鉄鋼原料として売却

宮城第一メタル㈱ 破砕 宮城第一メタル㈱ 鉄鋼原料として売却

㈱環境開発公社ＭＣＭ 鉄鋼原料として売却

㈱YAMANAKA 破砕

㈱YAMANAKA 鉄鋼原料として売却

※不純物付の金属くずについては下記へ搬入

小名浜製錬㈱ 焼却（ｻｰﾏﾙ）

エコシステム小坂㈱ 焼却（ｻｰﾏﾙ）

ユナイテッド計画㈱ 焼却（ｻｰﾏﾙ）

太平洋セメント㈱ 焼却（ｻｰﾏﾙ）

エコシステム秋田㈱ 焼却（ｻｰﾏﾙ）

エコシステム千葉㈱ 焼却（ｻｰﾏﾙ）

代替燃料として使用

製紙メーカー 代替燃料として売却

鉄鋼、製紙メーカー 代替燃料として売却

製紙メーカー 代替燃料として売却

仙台環境開発㈱ 製紙メーカー 代替燃料として売却

ウィズ環境㈱ 固形燃料（RPF）化 製紙メーカー 代替燃料として売却

溝井紙商㈱ 固形燃料（RPF）化 製紙メーカー 代替燃料として売却

㈱ミツワ企業 焼却
燃え殻（管理型埋立）

(有)築館クリーンセンター 焼却
管理型埋立

東北クリーン開発㈱ 焼却

㈱青南商事 破砕、圧縮、圧縮梱包 ㈱青南RER 焼却、溶融（ｻｰﾏﾙ）

破砕

焼却

東北急送㈱ 破砕 製紙メーカー 代替燃料として売却

製紙メーカー 代替燃料として売却

矢本クリーンセンター㈱ 安定型埋立

宮城第一メタル㈱ 破砕 小名浜製錬㈱ 焼却（ｻｰﾏﾙ）

㈱東部環境 破砕

㈱サイコー
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ原料として

売却
（ﾏﾃﾘｱﾙ）

㈱ジャパンクリーン 管理型埋立

(公財）宮城県環境事業公社 管理型埋立

㈱ジャパンクリーン 管理型埋立
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㈱関商店 固形燃料（RPF）化

㈱YAMANAKA 破砕

固形燃料（RPF）化

㈱苫小牧清掃社

破砕
圧縮梱包

産業廃棄物の種類



処分方法 処理能力

破砕 1,160ｔ／日

破砕 405.8ｔ／日

圧縮 508.8ｔ／日

破砕 200ｔ／日

破砕 244.8ｔ／日

破砕 276.8ｔ／日

固形燃料（RPF）化 224ｔ／日

固形燃料（RPF）化 54.5ｔ／日

固形燃料（RPF）化 13.6ｔ／日

固形燃料（RPF）化 4.12／日

固形燃料（RPF）化 10.1ｔ／日

固形燃料（RPF）化 168ｔ／日

焼却 55ｔ／日

焼却 4.296ｔ／日

焼却 80ｔ／日

焼却 30ｔ／日

破砕 300ｔ／日

破砕 360ｔ／日

破砕 348.8ｔ／日

圧縮 157.6ｔ／日

圧縮梱包 935.2ｔ/日

破砕 200ｔ／日

破砕 218ｔ／日

破砕 9.26ｔ／日

埋立（安定型） 234,840㎥

埋立（管理型） 1,781,648㎥

埋立（管理型） 10,726,000㎥

埋立（管理型） 1,781,648㎥

埋立（管理型） 746,638㎥

埋立（管理型） 4,120,082㎥

埋立（管理型） 1,269,047.5㎥

第1期 752,608.95㎥

第2期 1,752,000㎥

埋立（管理型） 3,210,708㎥

脱塩・脱水 165ｔ／日

造粒固化 257.8ｔ／日

溶融固化 78ｔ／日

造粒固化 3,056ｔ／日

焼却 522ｔ／日

焼却・溶融 464.9ｔ/日

焼却 203ｔ／日

焼却 95ｔ／日

焼却 241ｔ／日

焼却 482ｔ／日

焼却 304ｔ／日

埋立（管理型） 800,783㎥

千葉県袖ケ浦市長浦字拓1-1-51、他5筆 01220004473

二次中間処理後の最終処分先
株式会社キヨスミ産研 山形県東村山郡中山町大字土橋字鬼ヶ沢1151外41筆

東北急送株式会社 宮城県仙台市宮城野区仙台港北2-2-15 05420056702

0621005836

有限会社築館クリーンセンター

株式会社青南商事仙台支店塩竈工場 宮城県塩竈市貞山通1-45-20 00424015584

株式会社サニックス多賀城工場 00424002851宮城県多賀城市宮内2-107

00424015584

株式会社苫小牧清掃社 北海道苫小牧市字勇払265-31 00120002965

廃プラスチック類

株式会社青南商事仙台支店塩竈工場 宮城県塩竈市貞山通1-45-20

処理施設名 施設の所在地 許可番号

一次中間処分後の有価物
株式会社サイコー仙台港資源化センター 宮城県仙台市宮城野区蒲生2-2-1 有価物（鉄鋼原料、木くず燃料チップ、プラスチック原料）として売却

金属くず
株式会社YAMANAKA仙台工場 宮城県多賀城市宮内2-1-4 0424010863

株式会社青南商事仙台支店塩竈工場 宮城県塩竈市貞山通1-45-20外 0424015584

株式会社青南商事仙台支店仙台工場 宮城県仙台市宮城野区蒲生2-2-13 05422015584

宮城第一メタル 株式会社 宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目1-41 05420015875

株式会社環境開発公社エムシーエム 宮城県大崎市古川北宮沢字朴木欠丙6-1 0425003320

木くず
日本製紙木材株式会社石巻工場 宮城県石巻市西浜町1-18

有価物（代替燃料）として購入の為、許可不要。最終処分先はサイコー
株式会社　加美町振興公社 宮城県加美郡加美町字味ケ袋薬莱原1-76

00821008466

株式会社オガワエコノス仙台工場 宮城県黒川郡大和町松坂平8-3-13 0423005189

仙台環境開発株式会社 宮城県仙台市青葉区芋沢青野木223-3 05440052901

茨城県古河市北利根14-1株式会社関商店茨城工場

山形県山形市鋳物町3

ウィズ環境株式会社 山形県鶴岡市西目字水上沢129-5 0625076898

溝井紙商株式会社いわきエコ・リサイクルセンター 福島県いわき市南台3-1-21 09420184935

13021005851

株式会社ミツワ企業 山形県上山市柏木立山2295-13

株式会社青南商事仙台支店仙台工場

宮城県栗原市築館字上高森61-44、61-45、61-74 0426029589

東北クリーン開発株式会社 山形県東村山郡中山町大字土橋字北ノ沢1146-3外3筆 0641001942

株式会社YAMANAKA仙台工場 宮城県多賀城市宮内2-1-4 0424010863

株式会社キヨスミ産研

宮城県東松島市大塩字天神堂1-1矢本クリーンセンター　株式会社

宮城県仙台市宮城野区蒲生2-2-13 05422015584

宮城第一メタル株式会社 宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目1-41 05420015875

株式会社東部環境 宮城県東松島市大曲字南浜1-4 0428070646

テルス株式会社 山形県西置賜郡白鷹町大字栃窪字小助澤 0648007633

0448013674

株式会社ジャパンクリーン 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木109-1他43筆 05430009062

公益財団法人 宮城県環境事業公社 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字大沢5 0443004971

ジークライト株式会社 山形県米沢市大字板谷字四郎右エ門沢773-1、773-2

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
株式会社ジャパンクリーン 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木109-1他43筆 05430009062

00631005851

0638051331

株式会社クリーンテック 福島県福島市飯坂町中野字赤落27外 00730072849 埋立（管理型）

仙台環境開発株式会社 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木457-1外15筆 05440052901

八戸製錬株式会社 青森県八戸市大字河原木字浜名谷地76-145、字海岸4-16 00271003873

有限会社築館クリーンセンター 宮城県栗原市高清水中の沢25-1 0426029589

株式会社最上クリーンセンター 山形県最上郡最上町大字東法田928 0644123004

株式会社疋田建設 奈良県香芝市穴虫2624-1の一部 02926074893

小名浜製錬株式会社 福島県いわき市小名浜字渚1-1 9420007136

株式会社青南RER 青森県青森市大字戸門字山部28-8 10822067329

エコシステム千葉株式会社

エコシステム小坂株式会社 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢地内 0521130527

ユナイテッド計画株式会社 秋田県秋田市向浜1-1-42 08621010535

株式会社大分グランマ 大分県大分市大字松岡字中尾925-35外61筆 08840081663

太平洋セメント株式会社 岩手県大船渡市赤崎町字跡浜21-6 00320007084

エコシステム秋田株式会社 秋田県大館市花岡町字滝の沢7 00521004299


