建設発生土の受入施設一覧
（平成２５年度調査結果）

「建設発生土の民間受入施設に関するアンケート調査」に寄せられた、会員が利用
している同受入施設に関する情報ならびに近畿２府４県（大阪・兵庫・京都・奈良・
和歌山・滋賀）が公共工事の積算参考資料として作成している「建設発生土の受入
価格表」から事業者名や同所在地、処分場の在地等の情報を府県別に整理し、一覧
に取りまとめものである。
※なお、本一覧に記載されている各受入施設については、現地調査や処理内容等の
確認を行い、各社の責任において利用されたい。各受入施設における適正処理を
保証するものではなく、当委員会は本一覧の利用の結果生じた損害等に関する一
切の責任を負いません。

（一社）大阪建設業協会

環境委員会

大阪建設業協会

環境委員会

建設発生土の受入施設一覧（平成２５年度調査結果）
■大阪府
No

事業者名 ・ 受入施設名

大阪残土資源応用事業協同組合
代表理事 木村 賢一
阪南産業㈲
2
春日出基地

施設
所在地

事業者 住所

施設 住所

連絡先
（ＴＥＬ）

大阪市

大阪市此花区西九条2-14-27

大阪市此花区春日出南3-31
（阪南産業㈲・春日出基地）

06-6462-3005

大阪市

大阪市此花区西九条7-1-5

大阪市此花区春日出南3-31

06-6462-3005

大阪市

大阪市北区中之島2-2

大阪市此花区北港緑地地先

06-6204-1722

大阪市

大阪市此花区北港1-4-132

大阪市此花区北港1-4-132

06-6468-4175

5 ㈱三共テクノス

大阪市

大阪市住之江区南港東3-1-2

大阪市住之江区南港東3-1-2

06-6612-8833

6 大阪残土資源応用事業協同組合

大阪市

大阪市此花区西九条2-14-27

大阪市西成区津守3-330-1
（阪南産業㈲・津守基地）

06-6462-3005

7 阪南産業㈲

大阪市

大阪市西成区津守3-330-1

大阪市西成区津守3-330-1

06-6656-8112

大阪市

大阪市西成区津守3丁目
142番 146番3 146番4

大阪市

大阪市城東区成育2-7-2

大阪市西成区津守3丁目
142番 146番3 146番4
大阪市港区海岸通4-1-4ミナトリプラ
(㈱ランテック内)

1

3 大阪湾広域臨海整備センター
4

㈱オージーロード
北港事業所

8 ㈲丸新

津守工場

9 ㈱ランテック

06-6353-5751
06-6930-3065

10 奥村組土木興業㈱

堺市

大阪市港区三先1丁目11番18号

堺市堺区大浜西町5番

072-226-6969

11 ㈱川島組

堺市

堺市南区美木多上92-2

堺市豊田2990-138番地

072-297-1631

12 川商㈱

堺市

堺市南区美木多上96番地

堺市南区別所1549-34他1筆

072-296-2003

13 高槻市民間処分場（庄本造成地）

高槻市

高槻市緑町20-18

高槻市大字奈佐原472番地

072-699-0808

14 ワールドエンタープライスグループ

高槻市

高槻市緑町20-18

高槻市大字奈佐原472-44

072-676-8311

15 ㈱西原工務店

高槻市

高槻市須賀町37-2

高槻市大字奈佐原833

072-699-0056

高槻市

高槻市大字原1133番地 9

高槻市大字原
1132-1-21・1132-1-23・1133-9

072-687-0308

17 ㈱スズキ建設

枚方市

枚方市大字尊延寺4580-7

枚方市大字尊延寺4580-7

072-858-8429

18 堀之内建材㈱

枚方市

枚方市田口山1-16-1

枚方市大峰東町11-3

072-850-3900

19 ㈱北摂産業

枚方市

門真市舟田町25-10-202

枚方市南中振3-15-2

072-883-8806

16 農事組合法人

資材置き場
高槻果樹農園組合

20 ㈱英光産業

東大阪市 東大阪市菱江2-15-6

東大阪市水走1-19-15大阪東部リサイク
072-961-9210
ルセンター

21 ㈱泉北資材

泉大津市 泉大津市汐見町106番地

泉大津市汐見町106番地

0725-22-1727

22 ㈲丸新

泉大津市 大阪市都島区都島本通1-1-18

泉大津市汐見町汐見埠頭

06-6924-8277

23 大阪湾広域臨海環境センター

泉大津市 大阪市北区中之島2-2-3

泉大津市夕凪町地先

06-6204-1721

24 前田道路㈱

泉大津市 泉大津市臨海町1

泉大津市臨海町1

0725-21-5186

25 南部商店

泉佐野市 泉佐野市下瓦屋2-4-86

泉佐野市下瓦屋2-4-86

072-463-3886

26 ㈱サンユー都市開発

和泉市

和泉市池田下町173

和泉市池田下町173

072-232-2401

27 光実業㈱

和泉市

和泉市万町270

和泉市国分町1597番他18筆

0725-56-0585

28 日本バレー㈱

和泉市

和泉市坪井町 400-1

和泉市松尾寺町2164番104

0725-92-2928

29 ㈱西原工務店

茨木市

高槻市須賀町37-2

茨木市大字車作 173-1、 725-5の一部

072-676-0747

30 門田商店

貝塚市

貝塚市二色中町9-2

貝塚市橋本952

072-431-8128

31 ㈱大祥

柏原市

柏原市大字雁多尾畑2665番地他31筆

柏原市大字雁多尾畑2665番地他31筆

0729-38-3555

32 大和開発観光㈱

河内長野市 河内長野市天野町903他

河内長野市天野町903他

0721-53-5771

33 ㈱太伸

河内長野市 河内長野市加賀田12-2

河内長野市加賀田12-2

0721-60-0703

34 大和開発観光㈱

河内長野市 河内長野市天野町906-2

河内長野市下里町他

0721-53-5772

岸和田市 岸和田市岸之浦町9

岸和田市岸之浦町9

072-431-1793

四条畷市 神奈川県横浜市都筑区大丸3-2-204

四条畷市大字上田原1019外5筆

35

公益財団法人大阪府都市整備推進セ
ンター 阪南事業所(阪南2区)

36 中油国際実業㈱

大阪建設業協会

No

事業者名 ・ 受入施設名

施設
所在地

事業者 住所

施設 住所

環境委員会

連絡先
（ＴＥＬ）

37 田中資材㈱

摂津市

摂津市鳥飼本町2-4-54

摂津市鳥飼本町2-4-54

38 谷口造園

泉南郡

泉南郡熊取町成合東

泉南郡熊取町大字久保他

39 飯田建設工業㈱大東ＡＲセンター

大東市

大東市北条3-16-18-201

大東市平野屋2-7-3

072-863-0002

40 光耀建設㈱

豊中市

豊中市熊野町4-23-11

豊中市箕輪3-6

06-6846-3713

豊能郡

豊能郡豊能町木代762番地

豊能郡豊能町木代413番地

072-737-6440

富田林市 富田林市大字甘南備2054-乙他21筆

富田林市大字甘南備2054-乙他21筆

090-8237-0119

43 ㈲ダイキ

富田林市 豊中市岡長南3-5-7

富田林市大字甘南備2054-乙他21筆

06-6844-7666

44 (協)大阪南部リサイクルセンター

富田林市 富田林市大字喜志2645-4

富田林市大字喜志2645-4

0721-26-0695

45 ㈱ニュートリノ

富田林市 富田林市向陽台1-3-12

富田林市大字中野309の一部他22筆

0721-29-8614

46 パーフェクトリバティ－教団

富田林市 富田林市新堂2172番地の1

富田林市大字中野309の一部他22筆

0721-24-1111

47 ㈲喜屋武

羽曳野市 羽曳野市羽曳が丘西4-2-58

羽曳野市郡戸142-1

0729-58-4667

48 ㈱よしひろ商店

羽曳野市 堺市東区日置荘原寺町354-1

羽曳野市大黒91-1

072-287-1606

49 ㈱三祐

南河内郡 南河内郡河南町大字平石1042-1

南河内郡河南町大字加納元南780番他32
0721-93-1300
筆

50 ワールド開発㈱

南河内郡 南河内郡河南町大字中1220－1

南河内郡河南町大字河内下774番地

0721-93-7550

51 ㈱ワールド牧場

南河内郡 南河内郡河南町白木1456番地の2

南河内郡河南町大字下河内471番1他38
筆

0721-93-6655

52 ㈱リベスタ

南河内郡 南河内郡河南町大字白木634番1他

南河内郡河南町大字白木634番1他

072-367-4108

53 ㈱リベスタ

南河内郡 奈良県橿原市久米町860-3

南河内郡河南町白木797-1他17筆

0721-55-4381

54 ㈱田中浚渫工業

南河内郡 南河内郡河南町一須賀389-2

南河内郡河南町大字東山45-3

0721-93-1504

55 ㈱太伸

南河内郡 南河内郡河南町大字持尾35番地

南河内郡河南町大字持尾35番地

0721-93-5601

56 ㈱太伸

南河内郡 河内長野市加賀田12-2

南河内郡河南町大字持尾35番外27筆

0721-60-0703

57 ワールド開発㈱

南河内郡 南河内郡河南町白木1456-2

南河内郡河南町白木1456-2

0721-93-6592

58 ㈱三祐

南河内郡 南河内郡河南町大字平石1042-1

南河内郡河内南大字平石1042-1

0721-93-1300

豊能地区民間処分場 （浦上造林
地）
道堀幸雄・道城昭吾・休場一善・森
42
本勝利
41

ｻｳｽﾋﾞﾙ2階

072-654-6125

59 海山鉱業㈱

箕面市

神戸市北区有野町有野3815

箕面市下止々呂美675

078-981-5551

60 天政コーポレーション㈱

八尾市

藤井寺市林5-5-18

八尾市大窪1034-1

072-973-4747

八尾市

八尾市郡川3-50

八尾市郡川2-44・45

072-941-0041

62 ㈱邦光

八尾市

八尾市志紀町南2-84

八尾市志紀町南2-84

072-948-6050

62 ㈱田中建興

八尾市

八尾市南木の本5-16

八尾市南木の本6-5-1

072-991-6800

64 ㈲トウケン工業

八尾市

八尾市南太子堂4-2-24

八尾市南太子堂4-2-24

61

㈱永将建設
ンター

建設残土リサイクルセ

大阪建設業協会

環境委員会

建設発生土の受入施設一覧（平成２５年度調査結果）
■兵庫県
No

事業者名 ・ 受入施設名

施設
所在地

事業者

住所

施設 住所

連絡先
（ＴＥＬ）

1 ㈱瑞山建材

神戸市 神戸市北区有野町有野831-3

神戸市北区山田町藍那字平3-1

078-981-5346

2 海山鉱業㈱

神戸市 神戸市北区有野町有野字中尾3811

神戸市北区有野町有野字中尾3811

078-981-5551

神戸市兵庫区築地町6-6

078-685-1357

3

神戸市兵庫区築地町6-6
㈱近畿道路資材

神戸市

4

神戸市西区櫨谷町寺谷字従弟谷723-11

神戸市西区櫨谷町寺谷字従弟谷723-11の
078-991-9339
一部他
神戸市西区平野町西戸田字西ヶ谷950-1
078-965-0860
他
神戸市西区押部谷町西盛字北山566-71-3
078-731-2616
他14筆

5 十字屋土木㈱

神戸市 神戸市西区神出町宝勢2260

6 ㈱共栄開発

神戸市 神戸市須磨区若宮町1丁目1番6号

7 ユーコー商事㈱

神戸市 神戸市東灘区住吉浜1

神戸市東灘区住吉浜1

078-856-2576

8 相田運輸㈱

神戸市 神戸市兵庫区築地町1-26

神戸市東灘区深江浜町160

078-651-0988

兵庫県土砂再利用事業（協） 深江浜
基地
兵庫県土砂再利用事業（協） 東灘基
10
地
兵庫県土砂再利用事業（協） 長田基
11
地

神戸市 尼崎市武庫町2-20-13

12 相田運輸㈱

神戸市 神戸市兵庫区築地町1-26

神戸市長田区駒ヶ林南町1-1011

078-651-0988

13 ㈱オージーロード

神戸市 神戸市長田区南駒栄町1-1

神戸市長田区南駒栄町1-1

078-642-2790

14 北神吉田建設㈱

神戸市 神戸市北区道場町日下部1545番

15 八多町柳谷自治会

神戸市 神戸市北区八多町柳谷字970番地

16 大州開発㈱

神戸市 大阪市東淀川区西淡路1-1-35

9

17 岡松産業㈱
18

伊川谷営業所

(仮)神戸市垂水区塩屋町6丁目
分譲戸建住宅の建設

神戸市東灘区深江浜町160
神戸市東灘区深江浜町8番地
神戸市長田区駒ヶ林南町1-104

神戸市 神戸市垂水区下畑町2045-2

神戸市北区道場町生野字南山1172番1、
078-951-6291
1173番
神戸市北区八多町柳谷字角ヶ谷688番地
080-2516-0113
他
神戸市西区伊川谷町上脇字水呑谷983番 06-6323-5538
46他26筆
(施設）
神戸市西区伊川谷町別府字鎌谷1811番
078-975-0131
5,1811番6の一部
(施設）

神戸市 神戸市垂水区塩谷町6-6-3他

神戸市垂水区塩谷町6-6-3他

19 神戸市神影土地改良区

神戸市 神戸市北区淡河町神影289

神戸市北区淡河町神影字向畑634-4

20 神戸市みなと総局

神戸市 神戸市中央区神戸空港島内

神戸市中央区神戸空港島内

空港島

21 大協地所㈲

神戸市 大阪市中央区道頓堀2-2-20

神戸市垂水区桃山台2-1188-18
神戸市西区櫨谷町寺谷字櫨谷1242番191
他17筆
神戸市垂水区多聞町字小束山1086-2番
地他54筆

22 東和工業㈱

神戸市 神戸市西区櫨谷町寺谷字櫨谷1242番55

23 ㈲都市開発

神戸市 神戸市西区伊川谷町坂 981番地 19

24 浜野総業

神戸市 神戸市垂水区本多聞3丁目8番21号

神戸市西区神出町南字新苅屋谷621-6

25 藤田企業株式会社

神戸市 明石市大久保町大窪１２２１番地

神戸市西区平野町印路字下四ツ塚887他

ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ沖産業廃棄物埋立処分
26
地

神戸市 神戸市中央区神戸空港

神戸市中央区神戸空港

27 柳谷角ｹ谷造成有限責任事業組合

神戸市 神戸市北区八多町柳谷970

神戸市北区八多町柳谷688番地ほか

28

大阪湾広域臨海環境整備センター
（尼崎基地）

06-6431-1069

尼崎市

大阪府大阪市北区中之島2丁目2番2号
大阪中之島ビル9階

078-302-6322
(施設）
06-6212-0668
(施設）
078-997-0217
(施設）
078-987-1877
(施設）
078-785-5654
(施設）
078-935-0062
(施設）
078-302-5667
(施設）
0797-61-2628
(施設）

尼崎市平左衛門町70番地東海岸町地先

06-6204-1722

29 ㈱近畿道路資材

尼崎市 尼崎市元浜町1-77

尼崎市元浜町1-77

06-6418-3771

30 名生工業㈱

尼崎市 尼崎市末広町1-3-21

尼崎市末広町1-3-21

06-6418-4888

31 ケンエイ産業㈱

尼崎市 尼崎市確町7-15

尼崎市鶴町7-15

06-6411-6020

兵庫県土砂再利用事業（協） 尼崎基
32
地

尼崎市 尼崎市武庫町2-20-13

尼崎市大高洲町4

06-6431-1069

33 ㈱ミトミ

尼崎市 尼崎市水堂町4丁目5番30

尼崎市大浜町2丁目12番

06-6436-3081

34 ㈱リサイクル松栄

尼崎市 大阪市此花区梅香2-8-20

尼崎市鶴町7-31

06-6468-2880

35 (有）濱岡商店

西宮市 西宮市浜町12-12

西宮市西宮浜1丁目46

0798-33-0820

大阪建設業協会

No

事業者名 ・ 受入施設名

施設
所在地

事業者

住所

施設 住所

環境委員会

連絡先
（ＴＥＬ）

36 ㈱西宮資材

西宮市 西宮市西宮浜1丁目46

西宮市西宮浜2丁目42

0798-36-2919
(施設）

37 ㈱服部商店

西宮市 西宮市西宮浜1丁目46

西宮市西宮浜1丁目46

0798-33-5873

38 ㈱西宮環境リサイクルセンター

西宮市 西宮市西宮浜1丁目13

西宮市西宮浜2丁目42

0798-22-1555

39 ㈱井本興業

宝塚市 宝塚市川面字長尾山15-327

宝塚市川面字長尾山15-327他6筆

0797-87-7127

40

宝塚市川面字長尾山15-122
㈱大阪砕石工業所

宝塚市 宝塚市川面字長尾山15-14

41

0797-87-1572
宝塚市切畑字長尾山19-91

42 ㈱フジシゲ

河辺郡 河辺郡猪名川町清水字東畑10番1号

河辺郡猪名川町清水字東畑10番1号

072-769-0316

43 ㈱中西商店

三田市 三田市末1487

三田市末字赤山2049他1筆

079-567-1360

44 ヤマジ建設㈱

三田市 西宮市宝生ヶ丘1丁目19-16

三田市池尻字北谷240-1

0797-86-1679

45 大起建設工業㈱

三田市 篠山市西八上326-1

三田市大川瀬字大谷1405

079-552-5858

46 岩本組

三田市 伊丹市萩野6丁目50-1

三田市香下字ユルシケ谷2048-1

072-784-1111

47 金村商店

三田市 三田市東山754

三田市東山字博地谷888番3他12筆

079-567-2575
(施設）

48 森山建設工業㈱

伊丹市 伊丹市昆陽南1-7-11

伊丹市昆陽南1-7-11

072-777-0757

49 ㈱廣村商店

高砂市 高砂市曽根町字七軒2890

高砂市梅井6丁目814番5

0794-47-2511

50 加古川リサイクル（有）

加古川市 加古川市野口町水足1473-2

加古川市野口町水足1991-4

0794-26-6666

51 西川建材㈱

加古川市 姫路市南条3丁目110-1

加古川市志方町広尾字大谷88-11

0792-33-0165

52 弘和建設㈱

加古川市 加古川市上荘町見土呂107

加古川市上荘町見土呂字寺所山839-1

0794-28-0397

53 松本砕石㈱

加古川市 加古川市志方町細工所中津倉1130-24

加古川市志方町細工所字門ド垣内1129-7
他

0794-52-0777

54 札馬砕石工業㈱

加古川市 加古川市志方町847

加古川市志方町大澤北山877-11

0794-52-3184

55 ㈱明石資材

明石市 明石市大久保町大窪3148

明石市大久保町松陰字石ヶ谷1240他

078-936-5678

56 田口建材㈱

明石市 明石市大明石町2丁目8-2

明石市大久保町大窪字成亥谷2751他4筆

078-912-3761

57 関西住宅販売㈱

明石市 明石市藤江字中畑1356-1

明石市藤江字中畑1356-1

58 （有）リテラ

高砂市 高砂市米田町島763-1

高砂市米田町島763番1

0794-31-0006

59 （有）中島建設

高砂市 高砂市中島1丁目3番6号

高砂市米田町字山ノ下763番1

0794-43-5810

60 ㈱エス＆ケイ

高砂市 加古川市平荘町木畑608番5

高砂市米田町字山ノ下763番地

080-6195-9340

61 ㈱エス＆ケイ

加古川市 加古川市平荘町木畑608番5

加古川市平荘町小畑字上林608番5

080-6195-9340

62 （有）ファイン

加古川市 加古川市志方町上冨木512-6

加古川市志方町野尻字狐谷769-10

0794-52-4600

63 ＭＡＲＵＨＩＤＥ

加古川市 加古川市神野町福留529-1

加古川市八幡町宗佐字野山544-6

079-426-7818

加古郡稲見町草谷字相野1-70他5筆

079-497-0330

64 （有）ハリマ総合開発

加古郡 加古郡稲見町国安1108

65 ミナト建設工業

加古郡 加古郡稲見町国安1109

加古郡稲見町加古字七軒屋4135番1

079-492-2020

66 ㈱シビルクリエイト

西脇市 西脇市黒田庄町石原1474-48

西脇市黒田庄町石原字柳原1478-28他62
筆

0795-28-4600

67 ㈱総合グリーン

西脇市 多可郡多可町中区奥中-10

西脇市明楽寺字狭谷169-1

0795-32-1147

68

加東市上久米1763-74
白石万作

加東市 加東市上久米1763-74

69
70 ㈱千鳥建設

0795-44-0206
加東市松沢字西谷762-10

加東市 加東市上鴨川1061-523

加東市上鴨川北山の北1061-17～45他4
筆

0795-45-1100

大阪建設業協会

No

事業者名 ・ 受入施設名

施設
所在地

事業者

住所

71

施設 住所

環境委員会

連絡先
（ＴＥＬ）

加東市上鴨川1061番地142,143
㈱千鳥建設

加東市 加東市上鴨川1061-523

72

0795-45-1100
加東市藤田字東山944-73,129、130

73 ハットリ㈱

加東市 加東市平木字御嶽1310-9

加東市平木字御嶽1310-9

0795-45-1111

74 ㈱総合グリーン

加東市 多可郡多可町中区奥中-10

加東市藤田字東山944-73,129,130

0795-32-1147

75 加西砕石㈱

加西市 加西市山下町2354-12

加西市山下町字ギボシ2354-12他2筆

0790-46-0316

76 ㈱ダイセン

加西市 加西市段下町60番地の13

加西市嶋町269-1

0790-48-2063

77 ㈱清水環境産業

多可郡 多可郡多可町中区牧野810-1

多可郡多可町中区牧野字坂の下272-19

0795-32-2790

78 （有）ユニテック

三木市 三木市別所町東這田字フトノ722-69

三木市別所町花尻字道附野628番地ほか5
0794-83-7369
筆

79 ＭＡＲＵＨＩＤＥ

三木市 加古川市神野町福留529-1

三木市別所町下石野字西山1300ほか

80

079-426-7818

三木市別所町興治字前山724-3
㈱星村建設

三木市 三木市福井2149-1

81

0794-86-1051
三木市別所町小林字細谷461-6他3筆

82 ㈱池安

三木市 小野市河合中町889番地

三木市別所町小林字入道ヶ鼻119-7他1字
3筆

83 アールシー吉川

三木市 三木市吉川町福吉354

三木市吉川町福吉354

84 中部設計エンジニアリング

三木市 三木市吉川町金会字戸樋ヶ谷967-1他

三木市吉川町金会字戸樋ヶ谷967-1他

85 谷澤憲章

三木市 三木市吉川町法光寺209番地

三木市吉川町法光寺宇居住田135番、
136版、他3筆

86 法光寺農事組合

三木市 三木市吉川町法光寺230番地

三木市吉川町法光寺居住田135番

87 山口一重

三木市 神戸市中央区東川崎町1-3-6-1315号

三木市吉川町法光寺字居住田147番地

88 山口成貴

三木市 神戸市中央区東川崎町1-3-6-1315号

三木市吉川町法光寺字居住田147番地

89 三幸開発㈱

小野市 小野市下来住字知子谷667

小野市片山町1076-1

0794-63-2535

90 神河町役場

神崎郡 神崎郡神河町寺前64

神崎郡神河町鍛冶108外

0790-34-0962

91 ㈱フクヤ

姫路市 姫路市上手野309

姫路市上手野字又十郎新開309-1他13筆

079-292-0067

92 前田道路㈱

姫路市 姫路市飾摩区今在家1144-9

姫路市網干区興浜字西沖2113-4

079-235-7528

93 ㈱キョウドウ

姫路市 姫路市飾磨区中島2071

姫路市飾磨区中島2071

079-231-0381

94 住徳建設㈱

姫路市 姫路市飾磨区構1-115-1

姫路市飾磨区中島

079-234-3100

95 泰成建設㈱

姫路市 揖保郡太子町東保517番地3

姫路市余部区下余部字水取89番1、90番
3、100番2

0792-77-3754

96 （有）熊本商事

姫路市 姫路市家島町真浦1921番地

姫路市家島町真浦字奥屋内谷1914-11

07932-5-0636

97 ㈱サンクレスト

姫路市 姫路市夢前町高長294番地の3

姫路市夢前町高長294番地の3他40筆

079-336-4455

姫路市 姫路市香寺町中仁野446番地

姫路市香寺町犬飼字砂田101、103、104-1
の一部
079-232-0499
姫路市香寺町中仁野字藤原430-1、4313、字境目441の各一部

100 ㈱姫路環境開発

姫路市 姫路市飾磨区中島字宝来3067-17

姫路市飾磨区中島字宝来3067-17

079-233-3353

101 ㈱金海興業

相生市 相生市緑ヶ丘1丁目14番5号

相生市緑ヶ丘1丁目1256-530他

0791-22-3381

102 金田砕石（有）

赤穂市 赤穂市福浦字年取3820番地

赤穂市福浦字年取3820番地

0791-43-0625

103 ㈱古川組

佐用郡 佐用郡佐用町乃井野1569-1

佐用郡佐用町末広字林ノ丘781-5他

0790-79-2044

104 ㈱安岡建設

佐用郡 佐用郡佐用町佐用3513-1

佐用郡佐用町下徳久1277-1

0790-82-2319

105 船曳土木興業㈱

佐用郡 佐用郡佐用町円応寺494-18

佐用郡佐用町字大山谷3280-45

0790-82-2938

98
中西建材㈱
99

0794-66-7151
0794-72-2360
(施設）
06-6384-8751
(施設）
078-967-6780
(神戸建機内）
0749-60-4260
(施設）

106 ㈱大給組

たつの市 姫路市林田町下構12

たつの市龍野町島田176-1他2筆

0792-61-3052

107 ㈱ＤＡＩＤＯ

たつの市 たつの市龍野町大道363-1

たつの市龍野町大道字安原瀬363-1他16
筆

0791-63-2501

大阪建設業協会

No

事業者名 ・ 受入施設名

施設
所在地

事業者

住所

施設 住所

環境委員会

連絡先
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108 ㈱ＤＡＩＤＯ

たつの市 たつの市龍野町大道363-1

たつの市新宮町鍛冶屋字西垣内201-1他4
0791-63-2501
筆

109 山陽建設工業㈱

たつの市 たつの市誉田町片吹73-2

たつの市揖保町揖保中字平五郎453他3筆 0791-67-1122

110 西川建材㈱

たつの市 姫路市南条3丁目110-1

たつの市揖保町栄93-5

079-233-0165

111 ㈱日環サービス

たつの市 高砂市荒弁町小松原5-13-8

たつの市誉田町広山字馬場崎550-13

0794-42-2227

112 龍栄砕石興業㈱

たつの市 たつの市揖西町新宮412

たつの市揖西町新宮412-82他6筆

0791-66-1062
0790-62-2222

113 ㈱イガキ

宍粟市 宍粟市山崎町千本屋290-1

宍粟市山崎町御名字荒神前341他5筆
宍粟市山崎町千本屋字女藪296他2筆

114 宮本建材

宍粟市 宍粟市千種町黒土799-1

宍粟市千種町岩野辺177-18

0790-76-3026

115 （有）清水工業

宍粟市 宍粟市波賀町谷355

宍粟市千種町岩野辺177-81他3筆
宍粟市波賀町齋木2769-45

0790-76-2610

116

豊岡市奥野地内
豊岡アールエスエル（協）

豊岡市 豊岡市幸町4-7豊岡建設会館内

117

0796-24-7465
豊岡市但東町畑1008外59筆

118 ㈱吉田組

豊岡市 豊岡市小田井町8-34

豊岡市出石町口小野字篠谷

0796-23-3789

119 新温泉町

美方郡 美方郡新温泉町湯990-8

美方郡新温泉町多子

0796-92-1131

120 下夕山公共建設残土処分場

美方郡 美方郡新温泉町浜坂2673-1

美方郡新温泉町浜坂142-2

0796-82-3111

121 （財）ひょうご環境創造協会

美方郡 神戸市中央区栄町通4-2-18ｷﾝｷﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

122 村岡区福岡地区残土処分場

美方郡 美方郡香住町村岡区村岡2952番地

123 ㈱中村建設

美方郡 美方郡香住町香住区香住810-5

124 ㈱大一興業

美方郡 美方郡香住町小代区野間谷5-3

美方郡香住町小代区鍛冶屋459番1他9筆

0796-97-3131

125 フジイコーポレーション㈱

朝来市 朝来市立協148-2

朝来市立脇148-2

079-678-9810

126 ㈱但馬産業

朝来市 朝来市山東町溝黒14-1

朝来市山東町溝黒字加世田2

079-676-4154

127

美方郡香住町香住区油良字ﾖｳﾛ102-1他
21筆
美方郡香住町村岡区福岡字ｸﾞﾏﾀﾞ1173番1
美方郡香住町香住区上岡字藤谷664番地
他

078-360-1308
0796-94-0002
0796-36-0864

朝来市山東町一品318-1

128 南丹エコソイル協同組合

朝来市 朝来市和田山町東谷213-45

129

朝来市山東町和賀字黒坂754番地

079-672-0707

朝来市山東町越田字高内3037番1

130 合名会社マルニ

丹波市 丹波市山南町大谷152

131

丹波市山南町玉巻字森沢1110-2

0795-77-0704

丹波市氷上町新郷字上市場2037-1外15筆
宮本建材㈱

丹波市 丹波市柏原町柏原2262番地の1

132
133 ㈱ウエダ建設

丹波市 丹波市氷上町日比字21

134 池田建設㈱

丹波市 丹波市氷上町成松479-1

135

丹波市柏原町北山字法泉寺1067番、1068
番
丹波市春日町古河字由波ノ前1578番1、
1578番4
丹波市春日町七日市69-4外13筆

0795-72-1857

0795-82-7638
0795-82-0352

丹波市市島町下鴨阪字小山248-5他14筆
㈱氷上興業

丹波市 丹波市春日町棚原1724-3

136

0795-74-1982
丹波市市島町下鴨阪字谷田130番地他9筆
丹波市青垣町山垣字大畑ゲ下タ1023番1
0795-78-9120
外6筆
丹波市山南町上滝字上ノ段1489-1、14900795-72-3315
1

137 青垣産業㈱

丹波市 丹波市青垣町佐治121番地-3

138 （有）あおぞら開発

丹波市 丹波市柏原町南多田927-1

139 第一企業㈱

篠山市 篠山市味間新86番地2

篠山市味間南字坪井182番1他3筆

079-594-3961

140 共栄樹脂㈱

篠山市 篠山市西阪本461番地

篠山市口阪本字岡ノ浦ノ坪409番、410番、
411番、413番

079-593-1313

141 南あわじ市役所

南あわじ市南あわじ市市福永358番地1

南あわじ市伊加利字論木2016番地3外

0799-43-5024

142 （有）杉本商店

南あわじ市南あわじ市港1338

南あわじ市倭文高字大平457番地外3筆

0799-36-3960
0799-22-2525

143 摺井谷協同施行

洲本市 洲本市桑間706

洲本市中川原町市原、安坂の一部

144 中邑地区協同施行

洲本市 洲本市五色町鮎原南谷172-1

洲本市五色町鮎原中邑字継木1799番地外
0799-32-0030
22筆

大阪建設業協会

No

事業者名 ・ 受入施設名

145 （有）エヌツー

施設
所在地

事業者

住所

淡路市 淡路市小倉字新小倉103番地2

施設 住所
淡路市小倉字新小倉103番地1他2筆

環境委員会

連絡先
（ＴＥＬ）
0799-82-1121

大阪建設業協会

環境委員会

建設発生土の受入施設一覧（平成２５年度調査結果）
■京都府
No

事業者名 ・ 受入施設名

施設
所在地

事業者 住所

施設 住所

連絡先
（ＴＥＬ）

1 ㈱コンドー

京都市 京都市右京区梅津尻溝町65-1

京都市右京区京北細野町草木谷1-1

075-882-2345

2 ㈲京北みどり園

京都市 京都市右京区京北西町迫ヶ谷22-1

京都市右京区京北西町迫ヶ谷13-1
他19筆

075-852-0312

3 ㈱美創

京都市 京都市南区久世中久世町2-105-21

京都市西京区大枝沓掛町26-306～308

075-933-2523

4 豊坂建材㈱

京都市 京都市西京区樫原芋峠60-3

京都市西京区樫原芋峠60-3

075-393-5854

5 ㈱洛東建設

京都市 京都市南区上鳥羽馬廻35-2

京都市南区吉祥院長田町10

075-661-6552

6 京都コン砕㈱

京都市 京都市伏見区下鳥羽上向島町102

京都市伏見区下鳥羽上向島町102

075-662-8357

7 京都砂利 大八木 信行

京都市 京都市伏見区下鳥羽上向島町102

京都市伏見区下鳥羽上向島町102

075-681-0788

8 ㈱田端工業

京都市 京都市南区東九条上殿田町8

京都市伏見区深草神明講谷町
12番、13番、22番、23番、24番2

075-672-3181

9 ㈱ＨＩＲＡＹＡＭＡ

京都市中京区押油小路町233
京都市
京都白水ビル10F

京都市伏見区深草神明講谷町29

075-222-0555

10 ㈲千両松

京都市 京都市東山区本町15-758-24

京都市伏見区横大路千両松町51,52,53

075-612-6770

11 ㈱京環

京都市 京都市伏見区久我西出町10-20

京都市伏見区久我西出町3番20

075-922-5161

12 扶餘建設工業㈱

京都市 京都市伏見区羽束師古川町255

京都市伏見区羽束師古川町255

075-933-4881

13 ㈲東洋物産

京都市 京都市伏見区羽束師古川町255

京都市伏見区羽束師古川町255

075-933-4881

14 ㈱建友会ホームドクター

京都市 京都市伏見区淀樋爪町519

京都市伏見区淀樋爪町519

075-631-5467

15 鈴木建設㈱

綾部市 綾部市岡町斗代3-2

綾部市旭町茂チヨ場1-3

0773-42-2465

綾部市 綾部市志賀郷町蔵ノ段8-3

綾部市上杉町地内

0773-49-0225

17 ㈱この伊

亀岡市 京都市右京区太秦下角田町2-621

亀岡市曽我部法貴西松尾6-1他
全11ヵ所

075-354-5655

18 三和土木

亀岡市

亀岡市西別院犬甘野尻ケ渕3他14筆

16

山本建設㈱
・上杉残土処理場

19 高山建材興業㈱
松村産業㈱
20
・（仲禅寺）・（三津）
西角建設㈱
21
・箱石土砂受入地

京田辺市 大阪府枚方市春日東町2-7-1
京丹後市 京丹後市峰山町赤坂555
京丹後市 京丹後市久美浜町海士555

京田辺市天王奥別所45-1
京丹後市網野町仲禅寺中ノ谷
京丹後市網野町三津小字三津ヶ丘
京丹後市久美浜町湊宮小字箱石
468-47他

072-858-5755
0772-62-0350
0772-82-1219

22 藤本興業処分地

久世郡 久世郡久御山町林中垣内41

久世郡久御山町林中垣内41

0774-41-6762

23 旭商事 ㈱

城陽市 城陽市久世奥山3

城陽市久世奥山3

075-222-0344

城陽市 城陽市寺田水度坂130

城陽市木津川右岸一帯

0774-55-9506

25 ㈱フジシゲ

城陽市 寝屋川市中神田町12-2

城陽市富野長谷山1-1

072-801-1220

26 長池工業㈱

城陽市 城陽市中中山20-82

城陽市富野長谷山1-1

0774-52-0312

舞鶴市 舞鶴市字丸山町37番地の2

舞鶴市字安岡小字大内300-75

0773-62-0152

南丹市 南丹市園部町小桜町2-4-5

南丹市園部町上木崎町砂尻19

0771-62-4166

24

一般財団法人
城陽山砂利採取地整備公社

ＫＫプランナー
・安岡処分場
寺尾道路㈱
28
・最終処分場
㈱コウヨウ
29
・殿谷残土処分場

27

30 西部開発㈱
創生建設㈱
・高津江埋立地
㈱竹部砕石
32
・竹部砕石残土処分場
㈲瀬戸建設
33
・大島残土処分場
㈱丸正組
34
・丸正組残土処分場
31

南丹市 南丹市園部町木崎町土手下17-1
福知山市 福知山市字川北8番地の1
福知山市 福知山市大江町河守小字宮川2
福知山市 福知山市大江町日藤42

南丹市園部町殿谷オシウド5-1
他11筆
福知山市字池部小字上ラク1番5
他6筆
福知山市大江町高津江小字石ヶ町44
他17筆
福知山市大江町日藤小字楠谷27
他9筆

0771-62-4114
0773-22-6457
0773-56-2001
0773-56-0196

宮津市 宮津市字中野58-1

宮津市字大島小字大谷1302他

0772-27-0257

与謝郡 与謝郡与謝野町字滝2922

与謝郡与謝野町字滝小字峠2750

0772-43-1104

大阪建設業協会

No

事業者名 ・ 受入施設名

施設
所在地

事業者 住所

施設 住所

環境委員会

連絡先
（ＴＥＬ）

35 ㈲二和産業

綴喜郡 綴喜郡井手町大字多賀小字上ノ浜20

綴喜郡宇治田原町大字贄田小字伏谷1

0774-82-4011

36 ㈲京奈リサイクル

綴喜郡 綴喜郡宇治田原町郷之口豊前丈100-2

綴喜郡宇治田原町大字贄田伏谷1

0774-88-4074

大阪建設業協会

環境委員会

建設発生土の受入施設一覧（平成２５年度調査結果）
■奈良県
No

事業者名 ・ 受入施設名

施設
所在地

事業者 住所

施設 住所

連絡先
（ＴＥＬ）

1 吉井建設㈱

奈良市 葛城市北花内735-1-2

奈良市上深町655-1他6

0745-69-3365

2 富士コンクリート工業㈱

奈良市 三重県伊賀市大内2529

奈良市月ヶ瀬石打1227-1他

0595-21-2443

3 ノーム㈱

奈良市 奈良市法用町711

奈良市法用町711

0742-41-9648

4

森高建設㈱・法用作業所
（残土処分場・岩石採取場）

奈良市 奈良市柏木町383

奈良市法用町796
奈良市東鳴川町149外16筆
奈良市南庄町
189-1の一部、199-2の一部

0742-35-0988

5 ㈱Ｉ・Ｔ・О

奈良市 奈良市南庄町136

6 ㈱中尾建設

奈良市 奈良市南紀寺町5-12

奈良市鹿野園町鉢伏山日野久保1608

0742-26-5621

7 上野建材㈱

生駒市 生駒市小平尾町1000-1

生駒市小平尾町1019-3他

0743-77-8051

8 ㈱久保田建材店

生駒郡 大阪府八尾市水越1-94

生駒郡平群町大字信貴畑925他9筆

072-941-8640

9 農園天国

生駒郡 大阪府大東市灰塚 5丁目 13-35

生駒郡平群町大字櫟原1494-1他13筆

072-873-8903

10 東和開発㈱

宇陀郡 宇陀郡御杖村大字桃俣2346

宇陀郡御杖村大字桃俣156-1-2

0745-95-2015

宇陀市 宇陀市菟田野区宇賀志5-5

宇陀市菟田野稲戸329-1他42筆
宇陀市菟田野区別所359～363

0745-84-4111

12 松塚建設㈱

宇陀市 宇陀市榛原町福地610-1

宇陀市菟田野平井323

0745-82-1371

13 ㈱西岡組

宇陀市 宇陀市大宇陀野依276-1

宇陀市大宇陀麻生田784他

0745-83-0330

14 西峯土木

宇陀市 宇陀市大宇陀区内原94-11

宇陀市大宇陀区小附193-1他

0745-83-3680

15 鳳隆建設㈱

宇陀市 宇陀市大宇陀五津25-1

宇陀市大宇陀五津397他13筆

0745-83-1364

16 ㈱ササオカ

宇陀市 宇陀市大宇陀野依687-1

宇陀市大宇陀野依687-1

0745-83-2322

17 ㈱岡野土木建材

宇陀市 宇陀市榛原高塚80

宇陀市榛原区内牧1264の一部

0745-82-1615

18 ㈱ハクリュウ

宇陀市 宇陀市室生大野1476-8

宇陀市室生区上笠間3664

0745-92-2328

19 ㈲龍田

宇陀市 大和郡山市横田町613-6

宇陀市室生区深野206-10

0743-55-2000

㈱疋田建設
20
・二上工場

香芝市 香芝市今泉３７１番地の１

香芝市穴虫2624-1の一部

0745-78-4580

21 ㈱大祥

橿原市 橿原市大字雁多尾畑2665他31筆

橿原市大字雁多尾畑2665他31筆

0729-38-3555

北葛城郡河合町穴闇
567,568-67の一部

0745-56-2858

11

大和環境リサイクル㈱
・（稲戸）・（別所）

22 辻野 博文

北葛城郡 北葛城郡河合町穴闇568

0742-95-0804

23 ㈱五協

五條市 吉野郡橋屋298-3

五條市大塔町大字篠原76、78

24 ㈲砂貴

五條市 大阪府富田林市寿町3-15-1

五條市田殿町222、223、224

0721-26-0603

25 今田興業

五條市 五條市今井町504-2

五條市二見5- 1121-1、1121-2、
1121-8、1123-1、1125-1、1126-1

0747-22-0478

26 ㈱ヤマト興産

五條市 五條市二見5-4-1

五條市二見5-1183-1他

0747-22-3816

27 ㈱上田建設

御所市 御所市本馬143-1

御所市柏原1485-4
（光リサイクルセンター）

0745-62-6565

28 櫻本商事

御所市 御所市幸町1-17

御所市櫛羅サルメ谷1084

090-2103-6777

29 山本商事㈱

御所市 御所市古瀬1234-1

御所市古瀬1234-1

0745-67-2202

30 ㈱川勝興産

御所市 御所市古瀬1287-3

御所市古瀬1287-3

0745-67-2121

31 ㈲グリーンパーク

御所市 御所市室1426

御所市條332

0745-62-6780

㈱正光
32
・（正光）・（重阪）

御所市 御所市大字戸毛1116

御所市大字戸毛1116
御所市重阪706-1

0745-67-1733

33 ㈱西本組

御所市 御所市室117-1

御所市林488-1,488-2

0745-62-2881

34 ㈱南都興産

御所市 御所市大字蛇穴406-1

御所市重阪329他

0745-64-0010

大阪建設業協会

No

事業者名 ・ 受入施設名

施設
所在地

事業者 住所

施設 住所

環境委員会

連絡先
（ＴＥＬ）

35 大信実業㈱

御所市 御所市室586-3

御所市大字重阪689-1外6筆

0745-62-5775

36 ㈱西隆組

御所市 御所市室1423

御所市重阪838～841

0745-62-2721

37 御所興産㈱

御所市 御所市大字室1193-1

御所市西寺田535

0745-62-1256

38 ㈲アサヒ開発

御所市 御所市元町358-1

御所市元町315

0745-62-3334

39 ㈱匠技建

桜井市 大阪府松原市新堂2-13-20

桜井市大字笠3289他

072-339-0246

40 ㈱奈良県中和営繕

桜井市 桜井市浅古1097-1

桜井市高田1158

0744-42-0751

41 ㈱上村建設

天理市 大和郡山市額田部北町319-3

天理市藤井町951,953

0743-59-1094

42 (一財)北山郷文化保存会

吉野郡 吉野郡上北山村河合350

吉野郡上北山村小橡615-3

07468-3-0020

43 ㈱中家建設

吉野郡 吉野郡下市町大字原谷261-1

吉野郡下市町大字原谷262-12

0747-52-1519

44 細川 利香

吉野郡 吉野郡天川村沢原48

吉野郡天川村川合207-1の一部

0747-63-0045

45 ㈱トクモト

吉野郡 吉野郡大淀町芦原531-6

吉野郡吉野町西谷1121-4

0747-52-2235

大阪建設業協会

環境委員会

建設発生土の受入施設一覧（平成２５年度調査結果）
■和歌山県
No

事業者名 ・ 受入施設名

施設
所在地

事業者 住所

連絡先
（ＴＥＬ）

施設 住所

1 ㈱目良建設

和歌山市 和歌山市鳴神５４５

和歌山市井戸３１１－１

073-471-3313

2 安田金属興業㈱

和歌山市 和歌山市梶取１３－１

和歌山市梶取１３－１

073-455-3111

3 山正興業㈱

和歌山市 和歌山市川辺１４９番地の１

和歌山市川辺字前島５０１-２ 他３筆

073-461-3006

4 ㈱中野建設

和歌山市 和歌山市中筋日延１５０

5 ㈲火の国産業

和歌山市

6 ㈲北村産業

和歌山市 和歌山市西浜９１８－１０

和歌山市西浜１６６０－６２３

073-445-8740

7 めらリサイクル㈱

和歌山市 和歌山市西浜１６６０－４５９

和歌山市西浜１６６０－４５９

073-448-3344

和歌山市 和歌山市西浜１６６０－３３１

和歌山市西浜１６６０－３３１

073-446-3196

9 火の国産業

和歌山市 和歌山市西浜字中川向ノ坪

和歌山市西浜字中川向ノ坪

073-448-6015

10 ㈱幸輝開発

和歌山市 和歌山市朝日４５０－１

和歌山市広原字長山７７０番地他

073-479-2068

8

㈱和歌山建材
リサイクルセンタ－

和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６０－
４８５

11

和歌山市西田井字下嶋５０５－１他３
筆永穂字大西６６４－１
和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６０－
４８５

073-462-5708
073-448-6015

和歌山市本町４丁目５５番地
新光テック㈱

和歌山市 和歌山市本町4丁目55番地

12

073-426-0888
和歌山市湊字青岸の坪１３４２－６１

13 ㈱貴志安商店

和歌山市 和歌山市畑屋敷雁木丁２９

和歌山市雄松丁６－３５

073-433-0646

有田郡有田川町大字宇井苔字林２９４

0737-32-5377

14 ㈱再生工場

有田郡 有田郡有田川町宇井苔２５２

15 ㈲協和運輸

有田郡 有田市宮崎町１１９－１

有田郡有田川町奥字大谷３９１

0737-85-1500

16 ㈱武内商店

有田郡 有田郡有田川町明王寺９７－１１

有田郡有田川町大字上六川字上奥６２
１－３７

0737-52-2123

17 紀州開発

有田郡 有田郡有田川町天満４５２－１

有田郡有田川町田角２０４－９他

0737-52-6158

18 ㈱保田組

有田郡 有田市辻堂446

有田郡有田川町天満289他7筆

0737-82-5211

19 ㈱武内商店

有田郡 有田郡有田川町明王寺９７－１１

20
合同リサイクルセンター㈱

有田郡 大阪市中央区北浜３－５－２２

21

有田郡有田川町徳田字赤木１８５９－
１
有田郡有田川町大字吉見字鳥羽澤４８
７番４,４８８番１
有田郡有田川町大字吉見字菅澤３９０
番地、３１４番１
有田市糸我町中番１２５４－１６他２
筆

0737-52-2145

06-6220-1115

22 ㈱南興業

有田市 有田郡有田川町庄９００－１

23 ㈲協和運輸

有田市 有田市宮崎町１１９－１

有田市初島町里６０１

0737-85-1500

24 ㈲石垣組

有田市 有田市宮崎町１３８－２

有田市宮崎町字浄妙寺谷９３５

0737-82-2208

25 居垣商店㈱

伊都郡 伊都郡かつらぎ町中飯降３６６番５

26 ㈲砂貴

伊都郡 大阪府富田林市寿町３丁目１５番１号

27 ㈲木村組砂利

伊都郡 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2538

伊都郡かつらぎ町短野626-7

28 ㈱ミナミ農園

岩出市 岩出市今畑字横谷５９６番地の１

岩出市今畑字横谷５９６番地の１
４筆

29 ダイワ砕石株式会社

岩出市 岩出市押川４５６番地

岩出市押川字枇杷谷454番1

30 アズマハウス㈱

岩出市 和歌山市黒田1-2-17

岩出市金池133-1他11筆

073-475-1170

31 ㈲ケイアンドエヌ

大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番２
岩出市
８－３０１号

岩出市根来字洞尾２２７４番地１他１
３筆

06-6641-4040

32 ㈱井上地所

岩出市 奈良県五條市田園2-2-1

岩出市野上野209他8筆

0747-25-2573

33 紀美野町役場

海草郡

海草郡紀美野町永谷１５

073-489-5904

34 和歌山県土砂協同組合

海南市 和歌山市和歌川町９－１６

海南市築地１－１１和歌山県公共岸壁

073-444-9393

35 重丸海運㈲

海南市 海南市日方１２９４

海南市日方１２９４

073-483-1593

海草郡紀美野町動木２８７紀美野町役
場 建設課

伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町１２６４
番地外
伊都郡かつらぎ町大字中飯降字嵯峨山
２０５７番１ 他８筆

0737-52-8033

0736-22-4960
0721-26-0603
0736-22-4905

他

他4筆

0736-69-5526
0736-62-5678

大阪建設業協会

No

事業者名 ・ 受入施設名

36 赤井工業㈱

施設
所在地

事業者 住所

紀の川市 岩出市畑毛２２６番地

37

施設 住所
紀の川市神通字村内２００－２

環境委員会

連絡先
（ＴＥＬ）
0736-62-5800

紀の川市桃山町調月５１９－１
㈱井奥建材工業

紀の川市 紀の川市桃山町調月５１９－１

38

紀の川市桃山町最上１７３番１、１７
４番地

0736-66-0457

39 ㈱中家組

御坊市 御坊市熊野５６１番地２

御坊市熊野字鳩ヶ谷１１５２番地４他

0738-22-3473

40 ㈲酒本組

御坊市 和歌山市向268-13

御坊市熊野554-7他9筆

0738-22-3473

41 ㈱エコス

御坊市 日高郡美浜町田井２２４番地の５

御坊市島１０４４－１

42 岡本土石工業㈱

新宮市 三重県南牟婁郡紀宝町鮒田５０１番地

新宮市熊野川町東敷屋３６８

0735-22-8427

43 南海物産㈱

新宮市 新宮市三輪崎３－２－１

新宮市熊野川町田長１２３－１

0735-31-7516

44 ㈲出口組

田辺市 田辺市目良１－２２

田辺市秋津川字鍵原８２６－１他

0739-26-4177

45 ワシン建設㈱

田辺市 田辺市上の山一丁目３番２号

田辺市新庄町東内の浦３３７６－４８
他

0739-24-2678

46 田辺市城山台残土処分場

田辺市 田辺市新庄町地先

田辺市新庄町地先

0739-26-9933

47 ㈱仲建設

田辺市 田辺市本宮町請川112-1

田辺市本宮町本宮1840-1

0735-42-1637

48 上平残土処理施設組合

田辺市 田辺市龍神村福井416-1他23筆

田辺市龍神村福井416-1他23筆

西牟婁郡上富田町生馬字救馬谷２０２
番地他

他

西牟婁郡上富田町生馬字救馬谷２０２
番地他
西牟婁郡上富田町生馬３２３４－３
他１０筆

0738-32-7071

49 ワシン建設㈱

西牟婁郡

50 上富田町役場

西牟婁郡 西牟婁郡上富田町朝来７６３

51 生馬農地造成事業

西牟婁郡 西牟婁郡上富田町生馬地先

西牟婁郡上富田町生馬地先

0739-47-0550

52 ㈱清本組

西牟婁郡 西牟婁郡上富田町朝来２０５３

西牟婁郡上富田町南紀の台９１７－５

0739-47-1241

53 ㈱清本組（２期）

西牟婁郡 西牟婁郡上富田町朝来２０５３

西牟婁郡上富田町南紀の台９０９番他
１４筆

0739-47-1241

54 ㈱清本組

西牟婁郡 西牟婁郡上富田町朝来2053

西牟婁郡上富田町南紀の台909番他14筆

0739-47-1241

西牟婁郡すさみ町大鎌６６９

073-431-2322

西牟婁郡すさみ町周参見338-1他11筆

0739-55-2173

橋本市神野々東石田１０４６，他

0736-33-0683

残土処分場

和歌山市吹上２－１－２２和歌山県日
赤会館６階

55 (一財)和歌山環境保全公社

西牟婁郡

56 ㈱阿部工務店

西牟婁郡 西牟婁郡すさみ町周参見3721

57 ㈱まえだ住宅設備

橋本市 橋本市神野々１１４５－１

58 ㈱窪田建設

橋本市 橋本市恋野１４３番地

59 ㈱中山組（２期）

橋本市 橋本市細川２２６番地

60 ㈱中山組

橋本市 橋本市細川２２６番地

61 串本町土地開発公社

東牟婁郡 東牟婁郡串本町串本1800

62 ㈱チスイ

東牟婁郡

63 大浦処分場

東牟婁郡 東牟婁郡那智勝浦町大浦地先

大阪府大阪市北区堂山町１－５大阪合
同ビル

橋本市恋野字加賀谷１５１１－１番地
外
橋本市隅田町中島１０５７－１４他２
筆
橋本市隅田町霜草字西山８９４番地
他１５筆

0739-34-2012
0739-47-0550

0736-34-1838
0736-37-2263
0736-37-2263

東牟婁郡串本町鬮野川649-1

0735-62-0556

東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井字口尾
後１５１４外

06-6312-2077

東牟婁郡那智勝浦町大浦地先
日高郡印南町大字印南原字日高谷５４
５４番３ 他７筆
日高郡印南町印南原字日高谷５４７２
番２
日高郡印南町印南原５４２３番地の１
他２筆
日高郡印南町大字美里字七袋５１－１
他２筆
日高郡日高町大字萩原字藤原９２９－
１

国交省管理

64 和興建設㈱

日高郡 日高郡日高川町大字初湯川４６２番地

0738-63-3824

65 ｴｺﾌｧｰﾑわかやま残土処分場

日高郡 日高郡印南町大字美里５２番地

66 ㈱印南原

日高郡 日高郡印南原５４２３番地の１

67 ㈲ワコー産業

日高郡 日高郡印南町美里５２

68 ㈲ワコー産業

日高郡 日高郡日高町萩原９２４-２

69 美山残土処理場管理組合

日高郡 日高郡日高川町上初湯川650他2筆

70 ㈱寺本建設

日高郡 日高郡みなべ町晩稲１１９－１

日高郡みなべ町谷口向上山寄４８-３

0739-74-2098

71 ㈱梶原土建

日高郡 御坊市荊木１６９

日高郡美浜町大字和田字横ノ手８８３
－１，８８６

0738-23-0896

72 ㈱南興業

日高郡 有田郡有田川町庄９００－１

日高郡由良町大字阿戸大谷９６２－５

0737-52-8033

0738-45-0205
0738-44-0738
0738-45-0205
0738-63-3260

日高郡日高川町上初湯川650他2筆

大阪建設業協会

No

事業者名 ・ 受入施設名

73 藤田商事㈱

施設
所在地

事業者 住所

徳島県美馬市脇町大字猪尻字西分 9番
日高郡
地

環境委員会

施設 住所

連絡先
（ＴＥＬ）

日高郡由良町大字阿戸字岩戸 1他 7
筆、日高郡由良町大字阿戸字白木 7161、日高郡日高町大字志賀字石灘 43441他 1字他 4筆

0883-52-2125

大阪建設業協会

環境委員会

建設発生土の受入施設一覧（平成２５年度調査結果）
■滋賀県
No

事業者名 ・ 受入施設名

施設
所在地

事業者 住所

施設 住所

連絡先
（ＴＥＬ）

1 ㈱山崎砂利商店

大津市 大津市浜大津4丁目7-6

大津市伊香立途中町字西山865番地

077-523-2821

2 鴻池建設(株)

大津市 大津市石山内畑蜷郷434番地

大津市石山内畑蜷郷434番地

077-546-1015

3 ㈱大道重建

大津市

大津市大石東2丁目東沢野80番の1部他2
筆

4 ㈲大世

大津市 大津市大石淀町字逢坂817－1

大津市大石淀町字逢坂817－1

077-533-1341

5 ㈱アヤシロ

草津市 草津市山田町205-1

栗東市荒張字浅柄野菖蒲谷1373-1

077-563-7777

6 ㈲共栄産業

湖南市 湖南市石部緑台2丁目2176番

湖南市石部緑台2丁目2176番

077-553-1323

長浜市 長浜市西浅井町塩津浜字平森新田

長浜市西浅井町塩津浜字平森新田

7

滋賀県長浜市西浅井町塩津浜字平
森新田（農地の形状変更工事）

