
(令和4年4月～令和4年9月)

廃プラスチック類 5,944t (75.2%)

廃油 200ｔ (2.5%)

木くず 542ｔ (6.9%) 1,050t (13.1%)

紙くず 5.0ｔ (0.1%)

繊維くず 2.8ｔ (0.05%)

動植物性残渣 476ｔ (6.0%)

汚泥 662ｔ (8.4%) 6,853.6ｔ (86.8%) 1,501ｔ(99.6%)

廃酸 3.89ｔ (0.06%)

廃アルカリ 62.12ｔ (0.7%)

0ｔ(0%)

金属くず 5.8ｔ (0.1%)

5.8ｔ (0.1%) 5.8ｔ(0.4%)

※焼却不適物はがれき類に計上。

A社(管理型処分場へ埋立て)

B社(金属回収業者へ売却)

処理後保管量　4.2ｔ

R4年度　産業廃棄物処理の行程

焼却不適物

受
け
入
れ

自社(焼却処理)

自社(圧縮) A社(管理型処分場へ埋立て)

受入量　7,892.6t　(100%) 処理前保管量　520ｔ 持出量　1,506.8ｔ　(100%)



(令和4年4月～令和4年9月)

0t

感染性廃棄物 387ｔ (98.1%)

廃酸(特管) 1.14ｔ (0.3%)

廃アルカリ(特管) 6.44ｔ (1.6%)

394.58ｔ (100%) 31ｔ　(100%)

※焼却不適物はがれき類に計上。

A社(管理型処分場へ埋立て)

処理後保管量　0ｔ

R4年度　特別管理産業廃棄物処理の行程

焼却不適物

受
け
入
れ

自社(焼却処理)

受入量　394.58t　(100%) 処理前保管量　0ｔ 持出量　31ｔ　(100%)



(令和3年4月～令和4年3月)

廃プラスチック類 11,844t (73.8%)

廃油 418ｔ (2.6%)

木くず 1,103ｔ (6.8%) 1,926t (12%)

紙くず 11.5ｔ (0.1%)

繊維くず 5.6ｔ (0.05%)

動植物性残渣 893ｔ (5.7%)

汚泥 1,469ｔ (9.0%) 14,132ｔ (87.95%) 2,956ｔ(99.9%)

廃酸 18.16ｔ (0.1%)

廃アルカリ 294.69ｔ (1.8%)

0.6ｔ(0.06%)

金属くず 1ｔ (0.05%)

1ｔ (0.05%) 0.4ｔ(0.04%)

※受入量は令和3年4月から令和4年3月末の一年間の数値となります。
※処理前保管量、処理後保管量は令和4年3月末時点での数値となります。
※持出量は令和3年4月から令和4年3月末の一年間の数値となります。
※焼却不適物はがれき類に計上。

A社(管理型処分場へ埋立て)

B社(金属回収業者へ売却)

処理後保管量　3.2ｔ

R3年度　産業廃棄物処理の行程

焼却不適物

受
け
入
れ

自社(焼却処理)

自社(圧縮) A社(管理型処分場へ埋立て)

受入量　16,057.9t　(100%) 処理前保管量　510ｔ 持出量　2,957ｔ　(100%)



(令和3年4月～令和4年3月)

0t

感染性廃棄物 292ｔ (96.6%)

廃酸(特管) 0.64ｔ (0.2%)

廃アルカリ(特管) 9.73ｔ (3.2%)

302.37ｔ (100%) 36ｔ　(100%)

※受入量は令和3年4月から令和4年3月末の一年間の数値となります。
※処理前保管量、処理後保管量は令和4年3月末時点での数値となります。
※持出量は令和3年4月から令和4年3月末の一年間の数値となります。
※焼却不適物はがれき類に計上。

A社(管理型処分場へ埋立て)

処理後保管量　0ｔ

R3年度　特別管理産業廃棄物処理の行程

焼却不適物

受
け
入
れ

自社(焼却処理)

受入量　302.37t　(100%) 処理前保管量　0ｔ 持出量　36ｔ　(100%)



(令和2年4月～令和3年3月)

廃プラスチック類 10,843ｔ (71.2%)

廃油 458ｔ (3%)

木くず 1,065ｔ (7%) 1,121t (7.4%)

紙くず 13ｔ (0.1%)

繊維くず 6.3ｔ (0.05%)

動植物性残渣 916ｔ (6%)

汚泥 1,552ｔ (10.2%) 14,077ｔ (92.4%) 2,339ｔ　(98.7%)

廃酸 6.95ｔ (0.05%)

廃アルカリ 338.17ｔ (2.2%)

0ｔ

金属くず 30.1ｔ (0.2%)

30.1ｔ (0.2%) 30.1ｔ　(1.3%)

※受入量は令和2年4月から令和3年3月末の一年間の数値となります。
※処理前保管量、処理後保管量は令和3年3月末時点での数値となります。
※持出量は令和2年4月から令和3年3月末の一年間の数値となります。
※焼却不適物はがれき類に計上。

A社(管理型処分場へ埋立て)

B社(金属回収業者へ売却)

処理後保管量　2.6ｔ

R2年度　産業廃棄物処理の行程

焼却不適物

受
け
入
れ

自社(焼却処理)

自社(圧縮) A社(管理型処分場へ埋立て)

受入量　15228.5t　(100%) 処理前保管量　500ｔ 持出量　2,369.1ｔ　(100%)



(令和2年4月～令和3年3月)

0t

感染性廃棄物 281ｔ (95.2%)

廃酸(特管) 2.62ｔ (0.8%)

廃アルカリ(特管) 11.69ｔ (4%)

295.3ｔ (100%) 47ｔ　(100%)

※受入量は令和2年4月から令和3年3月末の一年間の数値となります。
※処理前保管量、処理後保管量は令和3年3月末時点での数値となります。
※持出量は令和2年4月から令和3年3月末の一年間の数値となります。
※焼却不適物はがれき類に計上。

A社(管理型処分場へ埋立て)

処理後保管量　0ｔ

R2年度　特別管理産業廃棄物処理の行程

焼却不適物

受
け
入
れ

自社(焼却処理)

受入量　295.3t　(100%) 処理前保管量　0ｔ 持出量　47ｔ　(100%)



(平成31年4月～令和2年3月)

廃プラスチック類 11,344ｔ (71.3%)

廃油 419ｔ (2.6%)

木くず 1,066ｔ (6.7%) 1,794ｔ (11.3%)

紙くず 13ｔ (0.1%)

繊維くず 8.6ｔ (0.1%)

動植物性残渣 917ｔ (5.8%)

汚泥 1,671ｔ (10.5%) 14,071ｔ (88.5%) 2,913ｔ　(98.7%)

廃酸 12.57ｔ (0.1%)

廃アルカリ 413.99ｔ (2.6%)

0ｔ

金属くず 37.7ｔ (0.2%)

37.7ｔ (0.2%) 37.7ｔ　(1.3%)

※受入量は平成31年4月から令和2年3月末の一年間の数値となります。
※処理前保管量、処理後保管量は令和2年3月末時点での数値となります。
※持出量は平成31年4月から令和2年3月末の一年間の数値となります。
※焼却不適物はがれき類に計上。

A社(管理型処分場へ埋立て)

B社(金属回収業者へ売却)

処理後保管量　2.2ｔ

R元年度　産業廃棄物処理の行程

焼却不適物

受
け
入
れ

自社(焼却処理)

自社(圧縮) A社(管理型処分場へ埋立て)

受入量　15902.86t　(100%) 処理前保管量　490ｔ 持出量　2950.7ｔ　(100%)



(平成31年4月～令和2年3月)

0ｔ

感染性廃棄物 237ｔ (88.8%)

廃酸(特管) 0.99ｔ (0.4%)

廃アルカリ(特管) 28.84ｔ (10.8%)

266..8ｔ (100%) 55ｔ　(100%)

※受入量は平成31年4月から令和2年3月末の一年間の数値となります。
※処理前保管量、処理後保管量は令和2年3月末時点での数値となります。
※持出量は平成31年4月から令和2年3月末の一年間の数値となります。
※焼却不適物はがれき類に計上。

A社(管理型処分場へ埋立て)

処理後保管量　0ｔ

R元年度　特別管理産業廃棄物処理の行程

焼却不適物

受
け
入
れ

自社(焼却処理)

受入量　266.83t　(100%) 処理前保管量　0ｔ 持出量　55ｔ　(100%)



(平成30年4月～平成31年3月)

廃プラスチック類 11,193ｔ (70%)

廃油 420ｔ (2.6%)

木くず 1,060ｔ (6.6%) 1,519ｔ (9.5%)

紙くず 17ｔ (0.1%)

繊維くず 12.5ｔ (0.1%)

動植物性残渣 895ｔ (5.6%)

汚泥 1,969ｔ (12.3%) 14,445ｔ (90.3%) 2,745ｔ　(99%)

廃酸 11.16ｔ (0.1%)

廃アルカリ 386.80ｔ (2.4%)

3.5ｔ　(0.1%)

金属くず 28.4ｔ (0.2%)

28.4ｔ (0.2%) 24.9ｔ　(0.9%)

※受入量は平成30年4月から平成31年3月末の一年間の数値となります。
※処理前保管量、処理後保管量は平成31年3月末時点での数値となります。
※持出量は平成30年4月から平成31年3月末の一年間の数値となります。
※焼却不適物はがれき類に計上。

焼却不適物

H 30年度　産業廃棄物処理の行程

受
け
入
れ

受入量　15992.8t　(100%) 処理前保管量　510ｔ

処理後保管量　2.5ｔ

自社(圧縮)

自社(焼却処理) A社(管理型処分場へ埋立て)

A社(管理型処分場へ埋立て)

Ｂ社(金属回収業者へ売却)

持出量　2,773.4ｔ(100%)



(平成30年4月～平成31年3月)

0ｔ

感染性廃棄物 210ｔ (93.3%)

廃酸(特管) 10.99ｔ (4.8%)

廃アルカリ(特管) 4.24ｔ (1.9%)

225.2ｔ (100%) 43ｔ　(100%)

※受入量は平成30年4月から平成31年3月末の一年間の数値となります。
※処理前保管量、処理後保管量は平成31年3月末時点での数値となります。
※持出量は平成30年4月から平成31年3月末の一年間の数値となります。
※焼却不適物はがれき類に計上。

A社　(管理型処分場へ埋立て)

処理後保管量　0ｔ

H 30年度　特別管理産業廃棄物処理の行程

焼却不適物

受
け
入
れ

自社(焼却処理)

受入量　225.2t　(100%) 処理前保管量　0ｔ 持出量　43ｔ　(100%)



(平成29年4月～平成30年3月)

廃プラスチック類 12,979ｔ

廃油 450ｔ

木くず 1,103ｔ 3,015ｔ

紙くず 16ｔ

繊維くず 18.5ｔ

動植物性残渣 687ｔ

汚泥 1,725ｔ 14,460t 4,711t

廃酸 8.53ｔ

廃アルカリ 216.71ｔ

感染性廃棄物 252ｔ

廃酸(特管) 11.71ｔ

廃アルカリ(特管) 8.45ｔ

10ｔ

金属くず 49.5ｔ

49.5ｔ 39.5ｔ

焼却不適物

受
け
入
れ

H29年度　処理の行程

受入量　17,525ｔ 処理前保管量　480ｔ

処理後保管量　3ｔ

持出量　4,760.5ｔ

管理型処分場へ埋立て

管理型処分場へ埋立て

自社(焼却処理)

自社(圧縮)

金属回収業者へ売却



(平成28年4月～平成29年3月)

廃プラスチック類 13,347ｔ

廃油 493ｔ

木くず 1,079ｔ 3,586ｔ

紙くず 18ｔ

繊維くず 5.7ｔ

動植物性残渣 522ｔ

汚泥 1,700ｔ 13,979ｔ 5,218t

廃酸 9.72ｔ

廃アルカリ 146.53ｔ

感染性廃棄物 226ｔ

廃酸(特管) 2.69ｔ

廃アルカリ(特管) 15.5ｔ

9ｔ

金属くず 49t

49ｔ 40ｔ

H28年度　処理の行程

自社(焼却処理)

自社(圧縮)

管理型処分場へ埋立て

管理型処分場へ埋立て

金属回収業者へ売却

焼却不適物

受入量　17,614ｔ 処理前保管量　550ｔ

処理後保管量　3.2ｔ

持出量　5,267ｔ

受
け
入
れ



(平成27年4月～平成28年3月)

廃プラスチック類 12,293ｔ

廃油 1,050ｔ

木くず 1,723ｔ 2,818ｔ

紙くず 23ｔ

繊維くず 6ｔ

動植物性残渣 371ｔ

汚泥 1,848ｔ 15,103ｔ 4,540ｔ

廃酸 8.17ｔ

廃アルカリ 171.83ｔ

感染性廃棄物 413ｔ

廃酸(特管) 2.96ｔ

廃アルカリ(特管) 11.3ｔ

12ｔ

金属くず 60ｔ

60ｔ 48ｔ

H27年度　処理の行程

自社(焼却処理)

自社(圧縮)

管理型処分場へ埋立て

管理型処分場へ埋立て

金属回収業者へ売却

焼却不適物

持出量　4,600ｔ処理前保管量　540ｔ

処理後保管量　4.2ｔ

受入量　17,981ｔ

受
け
入
れ


