処理フロー図

コンクリートガラ
がれき類
ガラスくず・コンクリートくず

800ｔ/日

自社再生

再生路盤材として売却

破砕 処理

及び陶磁器くず

最終処分委託 みつぎ産業株式会社
7.66ｔ/日

木くず

破砕 処理

自社再生

木チップ材として売却

自社再生

古紙原料として売却

再生砕石
RC-40・RC-30・13-40・20-50・RM-30・RM-40
【売却先】道路会社・建築土木会社 等
みつぎ産業株式会社 第3431019812号
〒738-0203 広島県廿日市市大字友田字広原山
TEL 0829-74-3393
最終処分：安定型埋立 2,746,362㎥
【売却先】
株式会社ウッドワン：発電燃料
宇部興産セメントサービス㈱：発電燃料･セメント原料
広島炭化工業有限会社：焼却燃料

2.78ｔ/日
紙くず

破砕 処理

4.17ｔ/日
廃プラスチック

再生委託

株式会社サニックス

再生委託

ジェイ・エー・ビー協同組合

【売却先】
安田金属株式会社
株式会社サニックス 第3421002851号
広島県廿日市市峠245-58 破砕能力：150ｔ/日
TEL 0829-40-0353
中間処理：破砕 150ｔ/日 → 発電燃料・ｾﾒﾝﾄ原料
ジェイ・エー・ビー協同組合 第07340174497号
〒731-3352 広島市安佐北区安佐町大字後山字峠2251番1外4筆

TEL 082-872-3002

FAX 082-878-6753

中間処理：破砕 4.668ｔ/日 圧縮・梱包 22.1ｔ/日 → 原料化(ﾍﾟﾚｯﾄ等)

破砕 処理
最終処分委託 みつぎ産業株式会社

最終処分委託 ジェイ・エー・ビー協同組合

みつぎ産業株式会社 第3431019812号
〒738-0203 広島県廿日市市大字友田字広原山
TEL 0829-74-3393
最終処分：安定型埋立 2,746,362㎥
ジェイ・エー・ビー協同組合 第07340174497号
〒731-0154 広島市安佐南区上安町字松畝315番外34筆
TEL 082-872-3002 FAX 082-878-6753
最終処分：安定型埋立 960,823㎥

12ｔ/日
繊維くず（畳）

切断 処理

別紙の通り

別紙の通り

別紙の通り

別紙の通り

58.17ｔ/日
廃石膏ボード

破砕 処理

山陽工営株式会社

廃石膏ボード処理フロー図

石
膏
粉

リサイクル可能
◎新築・解体現場から
発生する石膏ﾎﾞｰﾄ

58.17ｔ/日

再生委託

新東洋膏板株式会社

再生委託

株式会社マエダ

再生委託

株式会社トクヤマ

再生委託

株式会社きやま

←
→

破砕 処理

紙
く
ず

再中間処理 有限会社ダイイチ企業

残
渣

新東洋膏板株式会社 第3220056335号
〒690-0026 島根県松江市富士見町2番地
TEL 0852-37-1211 FAX 0852-37-1444
中間処理：破砕 36ｔ/日 → 石膏ボード原料
株式会社マエダ 第03421003166号
〒738-0205 広島県廿日市市玖島字大谷山之内里地山201番及び202番

TEL082-278-6677 FAX082-278-7171
中間処理：焼成 12ｔ/日 → 無水石膏製造販売
株式会社トクヤマ 第03523038537号
〒746-0005 山口県周南市渚町4900番地の4
TEL 0834-34-2000
FAX 0834-33-3790
中間処理：焼成・焼却 3,835ｔ/日 → セメント原料
株式会社きやま
第3421012636号
〒738-0201 広島県廿日市市永原164-1
TEL 0829-40-0717 FAX 0829-74-1159
中間処理：破砕 3ｔ/日 → RPF原料
有限会社ダイイチ企業 第7320027085号
〒739-1521 広島市安佐北区白木町字小椿1521番地の3
TEL 082-829-1270 FAX 082-829-1283
中間処理：破砕 130ｔ/日 → 再生委託
↓（再生委託先）
・宇部興産㈱伊佐ｾﾒﾝﾄ工場 山口県美祢市伊佐町伊佐4768番→ｾﾒﾝﾄ原料
・宇部興産㈱宇部ｾﾒﾝﾄ工場 山口県宇部市大字小串1978番地の7→ｾﾒﾝﾄ原料
・三菱ﾏﾃﾘｱﾙ㈱九州工場 福岡県京都郡苅田町松原町23番外2筆→ｾﾒﾝﾄ原料

・㈱オガワエコノス 広島県府中市鵜飼町800-113→RPF原料

最終処分委託 株式会社まつえ環境の森

リサイクル不可

58.17ｔ/日
破砕 処理

最終処分委託 株式会社大分エメラルド

◎水濡れ・異物混入等
最終処分委託 株式会社大和

株式会社まつえ環境の森 第3230169633号
〒690-1103 島根県松江市新庄町1200番地
TEL 0852-34-9300 FAX 0852-34-1750
最終処分：管理型埋立 408,940㎥
株式会社大分エメラルド 第08840081663号
〒870-0125 大分県大分市松岡長尾905-1,922,923,924,925-11,925-24

TEL 097-586-7331
最終処分：管理型埋立 636,734㎥
株式会社大和 第04438131292号
〒879-0123 大分県中津市大字田尻字余水川新開2501-1他28筆
TEL 0979-33-7177 FAX 0979-33-7178
最終処分：管理型埋立 601,100㎥

山陽工営株式会社

繊維くず(畳)処理フロー図

有価物売却 広島炭化工業有限会社

再生委託

宇部興産株式会社

再生委託

太平洋セメント株式会社

12ｔ/日

繊維くず（畳）

切断 処理

再中間処理委託

株式会社サニックス

製鉄酸化防止材
使用場所：JFEスチール㈱西日本製鉄所(福山地区)
宇部興産㈱宇部セメント工場 第03546002604号
〒755-8633 山口県宇部市大字小串1978番地の7
TEL 0836-31-0111 FAX 0836-35-2875
処分方法：焼成・焼却 処理能力：600ｔ/日 → セメント原料
宇部興産㈱伊佐セメント工場 第03546002604号
〒759-2222 山口県美祢市伊佐町大字伊佐4768番地
TEL 0837-52-1212 FAX 0837-52-1750
処分方法：焼成・焼却 処理能力：1800ｔ/日 → セメント原料
太平洋セメント㈱土佐事務所 第09220007084号
〒780-8021 高知県高知市孕東町字田有ヶ谷30番
TEL 088-833-1231 FAX 088-833-1237
処分方法：破砕 処理能力：106.1ｔ/日 → セメント焼成用燃料
株式会社サニックス広島工場 第03421002851号
〒738-0202 広島県廿日市市峠245-58
TEL 0829-40-0353 FAX 0829-40-0354
処分方法：破砕 処理能力：51.36ｔ/日 → (一部再生)ボイラー燃料
↓（再生委託先）
・宇部興産㈱宇部ｾﾒﾝﾄ工場 山口県宇部市大字小串1978番地の7→ｷﾙﾝ燃料及び原料

・宇部興産㈱伊佐ｾﾒﾝﾄ工場 山口県美祢市伊佐町伊佐4768→ｷﾙﾝ燃料及び原料
・宇部興産㈱苅田ｾﾒﾝﾄ工場 福岡県京都郡苅田町長浜7→ｷﾙﾝ燃料及び原料
・麻生ラファージュセメント㈱ 福岡県田川市大字弓削田2877番1→ｷﾙﾝ燃料及び原料

・東ソー㈱南陽事務所 山口県周南市開成町4560番地→ｷﾙﾝ燃料及び原料

山陽工営株式会社

