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付録 1 一般廃棄物最終処分場一覧（2015 年データ使用） ＊水色は埋立終了対象地 

 

・一般廃棄物最終処分場一覧① 
市町村 施設名 市町村 施設名

北海道 和寒町 和寒町一般廃棄物最終埋立処分場

札幌市 札幌市山本処理場 剣淵町 剣淵町一般廃棄物最終処分場

札幌市 札幌市第２山口処理場 下川町 下川町廃棄物処理場

札幌市 札幌市第３山口処理場 美深町 美深町一般廃棄物ごみ埋立処分場

函館市 函館市七五郎沢廃棄物最終処分場 幌加内町 幌加内町一般廃棄物最終処分場

函館市 函館市恵山廃棄物最終処分場 増毛町 増毛町一般廃棄物最終処分場

函館市 函館市南茅部廃棄物最終処分場 小平町 小平町一般廃棄物最終処分場埋立処分地

函館市 函館市中の沢ごみ埋立処分場 遠別町 遠別町北浜ごみ埋立地

小樽市 小樽市旧廃棄物処理場 猿払村 猿払村一般廃棄物最終処分場

小樽市 小樽市廃棄物最終処分場 浜頓別町 浜頓別町一般廃棄物埋立処分地施設（※埋立終了した旧処分場）

旭川市 旭川市中園廃棄物最終処分場 浜頓別町 浜頓別町一般廃棄物埋立処分地施設

旭川市 旭川市廃棄物処分場 中頓別町 中頓別町一般廃棄物埋立処理施設

釧路市 釧路市新高山最終処分場 枝幸町 枝幸一般廃棄物埋立処分地施設

釧路市 音別町一般廃棄物最終処分場 枝幸町 歌登一般廃棄物埋立処分地施設

釧路市 阿寒町一般廃棄物最終処分場（東栄） 礼文町 礼文町一般廃棄物埋立処分地施設

北見市 北見市一般廃棄物最終処分場 美幌町 美幌町一般廃棄物最終処分場（第Ⅲ期）

北見市 北見市昭和最終処分場 美幌町 美幌町一般廃棄物最終処分場（第Ⅰ・Ⅱ期）

北見市 北見市端野町廃棄物処理場 津別町 津別町一般廃棄物最終処分場

北見市 北見市常呂町一般廃棄物最終処分場 斜里町 斜里町ｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ最終処分場

北見市 北見市留辺蘂町豊金最終処分場 斜里町 斜里町清掃センター

夕張市 夕張市富野じん芥埋立処分地施設 清里町 清里町一般廃棄物最終処分場

岩見沢市 岩見沢じん芥処理センター（一般廃棄物最終処分場） 小清水町 第２期一般廃棄物処分場

岩見沢市 いわみざわ環境クリーンプラザ　最終処分場 訓子府町 訓子府町一般廃棄物処理場

網走市 網走市廃棄物処理場最終処分場 佐呂間町 佐呂間町一般廃棄物最終処分場

網走市 網走市廃棄物処理場最終処分場 遠軽町 奥白滝廃棄物処理場

留萌市 留萌市一般廃棄物処理施設留萌市美サイクル館 遠軽町 遠軽町旭野一般廃棄物最終処分場

苫小牧市 苫小牧市一般廃棄物最終処分場（第５ブロック） 遠軽町 豊原ごみ埋立場

苫小牧市 苫小牧市沼ノ端埋立処分場 遠軽町 旧遠軽町廃棄物最終処分場

苫小牧市 苫小牧市一般廃棄物最終処分場（第１～４ブロック） 遠軽町 遠軽町廃棄物処分場

稚内市 稚内市廃棄物最終処分場 遠軽町 丸瀬布金山ごみ処理場

稚内市 稚内市ごみ処分場 湧別町 港町ごみ捨て場

美唄市 美唄市一般廃棄物最終処分場 湧別町 上湧別廃棄物処理場

美唄市 美唄市最終処分場 湧別町 湧別一般廃棄物最終処分場

芦別市 芦別市ごみ処理センター 滝上町 滝上町クリーンセンター

江別市 江別市一般廃棄物最終処分場 興部町 興部町一般廃棄物処理場

江別市 江別市一般廃棄物最終処分場 西興部村 西興部村廃棄物最終処分場

赤平市 赤平市じん芥処理場 雄武町 雄武町廃棄物最終処分場

紋別市 紋別市廃棄物埋立処分場 大空町 大空町一般廃棄物最終処分場

士別市 士別市朝日町一般廃棄物最終処分場 大空町 大空町一般廃棄物処理場内最終処分場

士別市 士別市一般廃棄物最終処分場 白老町 白老町環境衛生センター

名寄市 名寄市内淵一般廃棄物最終処分場 様似町 様似町クリーンセンター　最終処分場

名寄市 名寄市風連一般廃棄物最終処分場 えりも町 えりも町最終処分場

三笠市 三笠市みどりが丘環境センター埋立処分場 えりも町 えりも町産業廃棄物処理場

根室市 根室市ごみ埋立処理場 鹿追町 鹿追町一般廃棄物最終処分場

千歳市 千歳市第１最終処分場 新得町 新得町一般廃棄物埋立処分場

千歳市 千歳市第２最終処分場 清水町 清水町一般廃棄物最終処分場

千歳市 千歳市第３最終処分場 池田町 池田町一般廃棄物最終処分場

滝川市 一般廃棄物最終処分場 足寄町 足寄町一般廃棄物最終処分場

砂川市 砂川市ごみ処理場 浦幌町 浦幌町一般廃棄物処理センター

歌志内市 歌志内市上歌最終処分場 厚岸町 厚岸町一般廃棄物最終処分場（第２期埋立地）

歌志内市 歌志内市東光最終処分場 厚岸町 厚岸町一般廃棄物最終処分場

深川市 深川市一般廃棄物最終処分場（旧） 浜中町 浜中町廃棄物最終処分場

深川市 深川市一般廃棄物最終処分場 標茶町 標茶町クリーンセンター（埋立最終処分場）

富良野市 富良野市一般廃棄物富丘埋立処分場 弟子屈町 弟子屈町最終処分場

登別市 廃棄物管理型最終処分場 鶴居村 鶴居村一般廃棄物最終処分場

恵庭市 恵庭市ごみ処理場 白糠町 白糠町一般廃棄物最終処分場

北広島市 北広島市一般廃棄物最終処分場 別海町 別海町一般廃棄物最終処分場

石狩市 石狩市北石狩衛生センター最終処分場 中標津町 中標津町一般廃棄物処理施設

北斗市 北斗市中山一般廃棄物最終処分場 中標津町 中標津町清掃センター

北斗市 北斗市館野一般廃棄物最終処分場 十勝環境複合事務組合 うめ～るセンター美加登

七飯町 七飯町一般廃棄物最終処分場（クリーンセンター） 十勝環境複合事務組合 チンネル処理センター

鹿部町 鹿部町一般廃棄物最終処分場 南空知公衆衛生組合 南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場

森町 森町一般廃棄物最終処分場 岩内地方衛生組合 岩内地方最終処分場

森町 森町さわら一般廃棄物最終処分場 岩内地方衛生組合 岩内地方衛生組合最終処分場

八雲町 八雲町熱田不燃物捨場 北部桧山衛生センター組合 北部桧山衛生センター組合最終処分地施設

八雲町 八雲町一般廃棄物最終処分場 北部桧山衛生センター組合 北部桧山衛生センター組合最終処分地施設

長万部町 長万部町一般廃棄物最終処分場 羽幌町外２町村衛生施設組合 一般廃棄物最終処分場

長万部町 長万部町最終処分場 西天北五町衛生施設組合 西天北一般廃棄物埋立処分地施設

奥尻町 一般廃棄物最終処分場 南十勝複合事務組合 南十勝廃棄物処理センター

奥尻町 奥尻町不燃物埋立場 南部桧山衛生処理組合 南部桧山衛生処理組合一般廃棄物最終処分場

蘭越町 蘭越町一般廃棄物最終処分場 北空知衛生施設組合 北空知衛生施設組合埋立処分地施設

ニセコ町 ニセコ町一般廃棄物最終処分場 北空知衛生施設組合 北空知衛生施設組合廃棄物最終処分場

真狩村 真狩村一般廃棄物最終処分場 根室北部衛生組合 一般廃棄物最終処分場

留寿都村 留寿都村一般廃棄物最終処分場 渡島西部広域事務組合 渡島西部衛生センター一般廃棄物最終処分場

喜茂別町 喜茂別町一般廃棄物最終処分場 池北三町行政事務組合 銀河クリーンセンター

京極町 一般廃棄物最終処分場 日高中部衛生施設組合 日高中部環境センター

京極町 京極町共同ゴミ処理場 愛別町外３町塵芥処理組合 愛別町外３町塵芥処理組合富沢衛生センター

倶知安町 倶知安町一般廃棄物最終処分場 西いぶり広域連合 西いぶり広域連合最終処分場

積丹町 積丹町塵芥処理施設 利尻郡清掃施設組合 利尻郡一般廃棄物最終処分場

積丹町 積丹町クリーンセンター 利尻郡清掃施設組合 利尻郡一般廃棄物最終処分場

古平町 古平町クリーンセンター 南部後志衛生施設組合 南後志清掃センター

仁木町 仁木町クリーンセンター(第１期　H24度９月供用終了） 大雪清掃組合 しらかば最終処分場

仁木町 仁木町クリーンセンター（第２期　H24度１０月供用開始） 平取町外２町衛生施設組合 平取町外２町衛生施設組合日高クリーンセンター廃棄物最終処分場

余市町 余市町ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 平取町外２町衛生施設組合 平取町外２町衛生施設組合一般廃棄物最終処分場

赤井川村 赤井川村一般廃棄物最終処分場 留萌南部衛生組合 留萌南部衛生組合一般廃棄物処分施設

奈井江町 奈井江町一般廃棄物最終処分場 北十勝２町環境衛生処理組合 北十勝２町環境衛生処理組合ごみ処理施設

上砂川町 上砂川町一般廃棄物最終処分場 西紋別地区環境衛生施設組合 西紋別地区広域ごみ処理センター

栗山町 栗山町環境センター（新最終処分場） 青森県

栗山町 栗山町環境センター（最終処分場） 青森市 青森市一般廃棄物最終処分場

月形町 月形町衛生センター 青森市 青森市浪岡不燃物埋め立て処分場

浦臼町 浦臼町一般廃棄物最終処分場 弘前市 弘前市埋立処分場（第２次）

新十津川町 新十津川町一般廃棄物最終処分場 弘前市 ECクリーンセンター瑞穂

新十津川町 新十津川町一般廃棄物最終処分場 弘前市 新岡地区埋立処分場

雨竜町 雨竜町一般廃棄物最終処分場 弘前市 高森地区埋立処分場

鷹栖町 鷹栖町第２期一般廃棄物最終処分場 八戸市 八戸市一般廃棄物天狗沢最終処分場

鷹栖町 鷹栖町第３期一般廃棄物最終処分場 八戸市 八戸市一般廃棄物最終処分場

上富良野町 上富良野町クリーンセンター 五所川原市 五所川原市野里一般廃棄物最終処分場

中富良野町 一般廃棄物最終処分場 五所川原市 五所川原市金木一般廃棄物最終処分場

南富良野町 南富良野町一般廃棄物最終処分場 五所川原市 五所川原市市浦一般廃棄物最終処分場

占冠村 占冠村一般廃棄物最終処分場 五所川原市 五所川原市嘉瀬山一般廃棄物最終処分場  
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・一般廃棄物最終処分場一覧② 
市町村 施設名 市町村 施設名

五所川原市 五所川原市岩井一般廃棄物最終処分場 宮城東部衛生処理組合 宮城東部衛生処理センターごみ埋立施設

三沢市 三沢市一般廃棄物最終処分場（旧） 宮城東部衛生処理組合 宮城東部衛生処理センターごみ埋立施設

三沢市 三沢市一般廃棄物最終処分場 仙南地域広域行政事務組合 仙南地域広域行政事務組合仙南最終処分場

むつ市 むつ市一般廃棄物最終処分場 大崎地域広域行政事務組合 大崎広域中央最終処理センター

むつ市 むつ市川内一般廃棄物最終処分場 大崎地域広域行政事務組合 大崎広域東部一ノ谷クリーンパーク

むつ市 むつ市大畑一般廃棄物最終処分場 大崎地域広域行政事務組合 大崎広域一般廃棄物最終処分場

むつ市 むつ市脇野沢一般廃棄物最終処分場 大崎地域広域行政事務組合 大崎広域西部環境美化センター

むつ市 むつ市大畑一般廃棄物旧最終処分場（松ノ木道） 大崎地域広域行政事務組合 大崎広域大日向クリーンパーク

つがる市 つがる市木造稲垣一般廃棄物最終処分場 秋田県

つがる市 つがる市森田一般廃棄物最終処分場 秋田市 秋田市総合環境センター最終処分場

つがる市 つがる市車力一般廃棄物最終処分場 能代市 能代市一般廃棄物最終処分場（新）

平川市 平川市平賀地区最終処分場 能代市 能代市一般廃棄物最終処分場（旧）

平内町 平内町外の沢埋立地 能代市 大沢ごみ処理場

深浦町 深浦町赤坂ごみ処理場 横手市 横手市南東地区最終処分場

板柳町 板柳町一般廃棄物最終処分場 横手市 横手市西部地区最終処分場

鶴田町 鶴田町不燃物埋立処分場 大館市 大館市花岡観音堂埋立最終処分場

中泊町 中泊町中里一般廃棄物最終処分場 大館市 大館市堤沢埋立最終処分場

中泊町 中泊町中里一般廃棄物最終処分場 大館市 大館市比内町千年岱埋立最終処分場

中泊町 中泊町小泊不燃物処理場 男鹿市 男鹿市不燃物処理場

中泊町 中泊町小泊一般廃棄物最終処分場 男鹿市 男鹿市一般廃棄物最終処分場

中泊町 中泊町一般廃棄物最終処分場 男鹿市 男鹿市申川不燃物埋立処分場

野辺地町 寺ノ沢ごみ埋立地 湯沢市 山谷不燃物処理場

野辺地町 野辺地町一般廃棄物最終処分場 湯沢市 貝沼ごみ処理施設

横浜町 横浜町一般廃棄物最終処分場 鹿角市 鹿角市不燃物投棄場

六ヶ所村 六ヶ所村一般廃棄物最終処分場 由利本荘市 本荘一般廃棄物最終処分場

おいらせ町 おいらせ町一般廃棄物最終処分場 由利本荘市 由利一般廃棄物最終処理場

大間町 大間町一般廃棄物最終処分場 由利本荘市 東由利カンナ平粗大ごみ捨て場

風間浦村 風間浦村一般廃棄物最終処分場 由利本荘市 鳥海一般廃棄物最終処分場

佐井村 佐井村不燃物埋立最終処分場 由利本荘市 猿田埋立処分場

南部町 南部町福地不燃物処理場 由利本荘市 清掃事業所矢島鳥海清掃センター最終処分場

中部上北広域事業組合 中部上北最終処分場 由利本荘市 清掃事業所矢島鳥海清掃センター最終処分場（旧）

黒石地区清掃施設組合 沖浦埋立処分地 潟上市 潟上市一般廃棄物最終処分場

三戸地区環境整備事務組合 三戸地区不燃物埋立最終処分場 大仙市 大曲一般廃棄物最終処分場

西海岸衛生処理組合 鰺ヶ沢一般廃棄物最終処分場 大仙市 中仙一般廃棄物最終処分場

西海岸衛生処理組合 西海岸一般廃棄物最終処分場 大仙市 北楢岡地区不燃物処理場

十和田地域広域事務組合 十和田地域広域事務組合五戸第二最終処分場 大仙市 神宮寺不燃物処理場

十和田地域広域事務組合 十和田地域広域事務組合五戸第一最終処分場 大仙市 上野台不燃物埋立処理場

十和田地域広域事務組合 十和田地域広域事務組合十和田最終処分場 大仙市 南外不燃物投棄場

青森地域広域事務組合 青森地域広域事務組合今別地区最終処分場 大仙市 太田不燃物最終処分場

青森地域広域事務組合 青森地域広域事務組合蟹田地区最終処分場 北秋田市 鷹巣埋立地最終処分場

岩手県 北秋田市 北秋田市一般廃棄物最終処分場

盛岡市 廃棄物処分場 北秋田市 阿仁荒瀬川最終処分場

盛岡市 玉山廃棄物処分場 にかほ市 仁賀保一般廃棄物最終処分場

大船渡市 大船渡市廃棄物埋立処分場 にかほ市 仁賀保廃棄物処分場

花巻市 花巻市一般廃棄物最終処分場 にかほ市 金浦一般廃棄物最終処分場

北上市 北上市一般廃棄物最終処分場 にかほ市 海老谷地処分場

遠野市 遠野市清養園クリーンセンター最終処分場 にかほ市 象潟廃棄物処分場

陸前高田市 陸前高田市一般廃棄物最終処分場 仙北市 仙北市角館一般廃棄物最終処分場

二戸市 二戸市不燃物埋立地 仙北市 仙北市田沢湖一般廃棄物最終処分場

八幡平市 八幡平市栗日影沢最終処分場 仙北市 仙北市西木一般廃棄物最終処分場

八幡平市 八幡平市一般廃棄物最終処分場 仙北市 仙北市八木沢不燃物処分場

奥州市 水沢一般廃棄物最終処分場 仙北市 仙北市角館町明通り不燃物捨場

奥州市 江刺一般廃棄物最終処分場 小坂町 小坂町不燃物最終処分場

奥州市 前沢一般廃棄物最終処分場 上小阿仁村 上小阿仁村営廃棄物処理場

奥州市 胆沢一般廃棄物最終処分場 藤里町 藤里町営不燃物廃棄物処理場

奥州市 衣川一般廃棄物最終処分場 藤里町 藤里町最終処分場

葛巻町 葛巻町最終処分場 三種町 三種町舞台沢投棄場

岩手町 岩手町前ヶ沢不燃物埋立地 三種町 三種町第二投棄場

岩手町 岩手町一般廃棄物最終処分場 三種町 三種町清吉根小屋沢ごみ処理場

西和賀町 西和賀町一般廃棄物最終処分場 三種町 三種町熊沢ごみ処理場

金ケ崎町 金ケ崎町営最終処分地 三種町 三種町増沢ごみ処理場

大槌町 大槌町一般廃棄物最終処分場 三種町 三種町大沢ごみ処理場

二戸地区広域行政事務組合 不燃物処理場 五城目町 五城目町一般廃棄物埋立処分場

久慈広域連合 久慈地区最終処分場 八郎潟町 八郎潟町一般廃棄物最終処分場

盛岡・紫波地区環境施設組合 一般廃棄物最終処分場 井川町 井川町一般廃棄物最終処分場

一関地区広域行政組合 舞川清掃センター 大潟村 大潟村ごみ処分場リサイクルセンター

一関地区広域行政組合 花泉清掃センター 美郷町 美郷町六郷地区不燃物処理場

一関地区広域行政組合 東山清掃センター 美郷町 美郷町仙南地区不燃物処理場

一関地区広域行政組合 舞川清掃センター（旧一般廃棄物埋立処分地） 北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合 長下処分施設

大船渡地区環境衛生組合 大船渡地区環境衛生組合大平最終処分場 湯沢雄勝広域市町村圏組合 湯沢雄勝広域市町村圏組合八面一般廃棄物最終処分場

大船渡地区環境衛生組合 大船渡地区環境衛生組合一般廃棄物最終処分場 湯沢雄勝広域市町村圏組合 湯沢雄勝一般廃棄物最終処分場

宮古地区広域行政組合 一般廃棄物最終処分場 大仙美郷環境事業組合 大仙美郷環境事業組合一般廃棄物最終処分場

奥州金ケ崎行政事務組合 胆江地区最終処分場 本荘由利広域市町村圏組合 本荘由利広域清掃センター埋立処分地施設

滝沢・雫石環境組合 滝沢最終処分場 山形県

宮城県 山形市 山形市上野最終処分場

仙台市 石積埋立処分場 鶴岡市 鶴岡市岡山一般廃棄物最終処分場

仙台市 延寿埋立処分場 酒田市 酒田市新林埋立地

石巻市 石巻市雄勝一般廃棄物最終処分場 東根市外二市一町共立衛生処理組合 東根市外二市一町共立衛生処理組合下釜最終処分場

石巻市 石巻市河南一般廃棄物最終処分場 東根市外二市一町共立衛生処理組合 東根市外二市一町共立衛生処理組合原ノ内不燃物埋立地

石巻市 石巻市牡鹿一般廃棄物最終処分場 最上広域市町村圏事務組合 最上広域市町村圏事務組合リサイクルプラザもがみ（新最終処分場）

石巻市 石巻市一般廃棄物最終処分場 最上広域市町村圏事務組合 最上広域市町村圏事務組合リサイクルプラザもがみ（旧最終処分場）

石巻市 石巻市河北地区一般廃棄物最終処分場 置賜広域行政事務組合 置賜広域行政事務組合千代田クリーンセンター浅川最終処分場

塩竈市 塩竈市廃棄物埋立処分場 西村山広域行政事務組合 西村山広域行政事務組合寒河江地区クリーンセンター大平埋立処分地

気仙沼市 気仙沼市大曲一般廃棄物最終処分場 酒田地区広域行政組合 酒田地区広域行政組合最終処分場

白石市 黒岩最終処分場 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合毒沢埋立地

登米市 登米市環境事業所クリーンセンター 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合一般廃棄物最終処分場

登米市 登米市環境事業所クリーンセンター　第２最終処分場 福島県

栗原市 栗原市最終処分場 福島市 福島市金沢第二埋立処分場

栗原市 栗原市最終処分場（安定型） 福島市 福島市金沢埋立処分場

東松島市 東松島市一般廃棄物最終処分場 郡山市 郡山市西田埋立処分場第１期

東松島市 矢本一般廃棄物最終処分場 郡山市 郡山市西田埋立処分場第２期

東松島市 鳴瀬一般廃棄物最終処分場 郡山市 郡山市西田埋立処分場第３期

大崎市 大崎市屏風岩最終処分場 郡山市 郡山市西田埋立処分場第４期

大崎市 大崎市木通沢最終処分場 郡山市 郡山市西田埋立処分場第５期

柴田町 葉坂不燃物捨場 郡山市 郡山市河内埋立処分場第１期

加美町 加美町青木原一般廃棄物最終処分場 郡山市 郡山市河内埋立処分場第２期

女川町 女川町一般廃棄物最終処分場 郡山市 郡山市河内埋立処分場第３期

黒川地域行政事務組合 一般廃棄物最終処分場 いわき市 クリンピーの丘

亘理名取共立衛生処理組合 岩沼一般廃棄物最終処分場 いわき市 クリンピーの森

亘理名取共立衛生処理組合 亘理一般廃棄物最終処分場 いわき市 いわき市中釜戸埋立処分地  
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・一般廃棄物最終処分場一覧③ 
市町村 施設名 市町村 施設名

須賀川市 梅田ごみ集積所 埼玉県 埼玉県環境整備センター

須賀川市 不燃物最終処分場 さいたま市 さいたま市うらわフェニックス

相馬市 相馬市一般廃棄物埋立処分場 さいたま市 さいたま市環境広場

田村市 田村市船引一般廃棄物最終処分場 さいたま市 さいたま市高木第二最終処分場

田村市 田村市都路一般廃棄物最終処分場 川越市 川越市小畔の里クリーンセンター

田村市 田村市滝根一般廃棄物最終処分場 熊谷市 熊谷市拾六間一般廃棄物最終処分場

田村市 田村市大越衛生処理センター 熊谷市 熊谷市善ヶ島最終処分場

南相馬市 クリーン原町センター 行田市 行田市長善沼最終処分場

天栄村 湯本ごみ埋立地 所沢市 所沢市北野一般廃棄物最終処分場

下郷町 下郷町ごみ処理センター 飯能市 飯能市一般廃棄物最終処分場

石川町 石川町不燃物埋立地 加須市 加須クリーンセンター一般廃棄物最終処分場

浅川町 浅川町危険物捨場 東松山市 西本宿不燃物等埋立地（下流部）

三春町 三春町沼之倉第２埋立地 東松山市 西本宿不燃物等埋立地（上流部）

三春町 三春町第１埋立地 春日部市 春日部市一般廃棄物最終処分場第二期

小野町 小野町塵芥処理場 春日部市 春日部市一般廃棄物最終処分場第一期

新地町 新地町一般廃棄物最終処分場 狭山市 狭山市一般廃棄物最終処分場

飯舘村 飯舘村一般廃棄物最終処分場 羽生市 羽生市一般廃棄物最終処分場

伊達地方衛生処理組合 伊達地方衛生処理組合一般廃棄物埋立処分地施設 羽生市 羽生市一般廃棄物最終処分場

伊達地方衛生処理組合 伊達地方衛生処理組合一般廃棄物埋立処分地施設 羽生市 羽生市一般廃棄物最終処分場

須賀川地方保健環境組合 森宿一般廃棄物最終処分場（２期） 深谷市 深谷市樫合最終処分場

須賀川地方保健環境組合 森宿一般廃棄物最終処分場（１期） 深谷市 深谷市柏合（第二期）最終処分場

会津若松地方広域市町村圏整備組合 環境センター沼平第２最終処分場 深谷市 深谷市柏合（第三期）最終処分場

会津若松地方広域市町村圏整備組合 環境センター沼平第１最終処分場 深谷市 後榛沢最終処分場

会津若松地方広域市町村圏整備組合 環境センター長峰最終処分場 越谷市 越谷市一般廃棄物最終処分場

東白衛生組合 東白クリーンセンター一般廃棄物最終処分場 入間市 入間市一般廃棄物最終処分場

石川地方生活環境施設組合 きららクリーンセンター 八潮市 八潮市一般廃棄物最終処分場

石川地方生活環境施設組合 石川地方生活環境施設組合焼却灰捨場 三郷市 三郷市一般廃棄物最終処分場

田村広域行政組合 一般廃棄物最終処分場 坂戸市 坂戸市サツキクリーンセンター

白河地方広域市町村圏整備組合 西郷埋立処分場 幸手市 幸手市一般廃棄物最終処分場

喜多方地方広域市町村圏組合 環境センター羽山最終処分場 日高市 日高市一般廃棄物最終処分場

安達地方広域行政組合 安達埋立処分場 吉川市 吉川市環境センター最終処分場

安達地方広域行政組合 東和クリーンヒル ふじみ野市 ふじみ野市一般廃棄物最終処分場

双葉地方広域市町村圏組合 クリーンセンターふたば 三芳町 三芳町一般廃棄物最終処分場

南会津地方環境衛生組合 環境センター埋立地 東埼玉資源環境組合 旧最終処分場

茨城県 東埼玉資源環境組合 最終処分場（エコパーク吉川みどり）

水戸市 水戸市一般廃棄物第二最終処分場 鴻巣行田北本環境資源組合 小針クリーンセンター最終処分場

日立市 日立市滑川山一般廃棄物最終処分場 秩父広域市町村圏組合 秩父広域市町村圏組合秩父環境衛生センター

日立市 日立市東大沼一般廃棄物最終処分場 児玉郡市広域市町村圏組合 児玉郡市広域市町村圏組合神泉一般廃棄物最終処分場

土浦市 土浦市一般廃棄物最終処分場 児玉郡市広域市町村圏組合 児玉郡市広域市町村圏組合美里一般廃棄物最終処分場（第1期）

常総市 常総市菅生一般廃棄物最終処分場 児玉郡市広域市町村圏組合 児玉郡市広域市町村圏組合美里一般廃棄物最終処分場（第2期）

高萩市 高萩市北部衛生センター埋立処分地 児玉郡市広域市町村圏組合 児玉郡市広域市町村圏組合栗崎一般廃棄物最終処分場

ひたちなか市 ひたちなか市谷井田沢最終処分場 大里広域市町村圏組合 大里広域市町村圏組合妻沼埋没地

ひたちなか市 ひたちなか市資源リサイクルセンター 大里広域市町村圏組合 大里広域市町村圏組合熊谷埋没地

行方市 行方市環境美化センター最終処分場 大里広域市町村圏組合 大里広域市町村圏組合岡部埋没地

東海村 東海村最終処分場 大里広域市町村圏組合 大里広域市町村圏組合寄居埋没地

大子町 大子町環境センター 埼玉中部環境保全組合 一般廃棄物最終処分場（大間第二期）

阿見町 阿見町さくらクリーンセンター 千葉県

龍ケ崎地方塵芥処理組合 くりーんプラザ・龍 千葉市 新内陸最終処分場

さしま環境管理事務組合 さしま環境センター最終処分場 千葉市 下田最終処分場

大洗、鉾田、水戸環境組合 一般廃棄物最終処分場 千葉市 中田最終処分地

笠間・水戸環境組合 笠間・水戸環境組合諏訪クリーンパーク 千葉市 東部最終処分場

下妻地方広域事務組合 最終処分場「クリーンパーク・きぬ」 千葉市 蘇我地区廃棄物埋立処分場

栃木県 銚子市 銚子市廃棄物埋没処分場

宇都宮市 長岡最終処分場 銚子市 銚子市一般廃棄物最終処分場

宇都宮市 宇都宮市エコパーク板戸 館山市 館山市一般廃棄物最終処分場

足利市 足利市一般廃棄物最終処分場（月谷処分場） 松戸市 松戸市日暮最終処分場

足利市 足利市一般廃棄物最終処分場（小俣処分場） 松戸市 松戸市印旛最終処分場

鹿沼市 鹿沼フェニックス（管理型一般廃棄物最終処分場） 野田市 野田市一般廃棄物最終処分場

日光市 日光市リサイクルセンター（一般廃棄物最終処分場） 野田市 野田市岡田一般廃棄物最終処分場

真岡市 真岡市 環境保全センター 野田市 野田市平井一般廃棄物最終処分場

那須塩原市 那須塩原市一般廃棄物最終処分場 成田市 成田クリーンパーク

壬生町 壬生町環境センター 佐倉市 佐倉市一般廃棄物最終処分場

那須地区広域行政事務組合 黒羽グリーンオアシス 旭市 旭市グリーンパーク

芳賀郡中部環境衛生事務組合 芳賀郡中部環境衛生事務組合一般廃棄物最終処分場 柏市 柏市最終処分場

芳賀郡中部環境衛生事務組合 芳賀郡中部環境衛生事務組合環境整備センター 柏市 柏市布施最終処分場

芳賀地区広域行政事務組合 エコフォレスト 柏市 柏市第二最終処分場

群馬県 柏市 旧沼南町一般廃棄物最終処分場

前橋市 前橋市荻窪最終処分場 市原市 市原市平蔵一般廃棄物最終処分場Ｂ２地区

前橋市 前橋市最終処分場 市原市 市原市平蔵一般廃棄物最終処分場Ａ地区

前橋市 前橋市富士見最終処分場 市原市 市原市平蔵一般廃棄物最終処分場Ｂ１地区

高崎市 高崎市一般廃棄物最終処分場 八千代市 八千代市一般廃棄物最終処分場（２次・３期）

高崎市 高崎市一般廃棄物榛名最終処分場（エコパーク榛名） 八千代市 八千代市一般廃棄物最終処分場（３次）

桐生市 桐生市一般廃棄物最終処分場(001) 八千代市 一般廃棄物最終処分場（２次・２期）

桐生市 桐生市汚泥最終処分場(002) 八千代市 八千代市一般廃棄物最終処分場（２次・１期）

桐生市 新川最終処分場埋立地 鴨川市 鴨川市清掃センター埋立地

桐生市 桐生市清掃センター最終処分場埋立地 鴨川市 天津小湊一般廃棄物最終処分場

伊勢崎市 伊勢崎市一般廃棄物最終処分場（第２期） 鴨川市 天津小湊灰捨場

伊勢崎市 伊勢崎市一般廃棄物最終処分場（第３期） 鎌ケ谷市 鎌ヶ谷市一般廃棄物最終処分場

伊勢崎市 伊勢崎市あずま一般廃棄物最終処分場 君津市 君津市清掃工場最終処分場

沼田市 沼田市一般廃棄物最終処分場（上川田） 富津市 富津市一般廃棄物最終処分場

沼田市 沼田市一般廃棄物最終処分場（佐山） 袖ケ浦市 袖ヶ浦市袖ヶ浦クリーンセンター一般廃棄物最終処分場

館林市 館林市一般廃棄物最終処分場 袖ケ浦市 袖ヶ浦市久保田一般廃棄物最終処分場

藤岡市 藤岡市最終処分場 八街市 八街市一般廃棄物最終処分場

藤岡市 鬼石資源化センター一般廃棄物最終処分場 富里市 富里市一般廃棄物最終処分場（１期）

富岡市 富岡市一般廃棄物最終処分場（上高尾） 富里市 富里市一般廃棄物最終処分場（２期）

富岡市 富岡市一般廃棄物最終処分場（諸戸） 南房総市 南房総市千倉一般廃棄物最終処分場

富岡市 富岡市一般廃棄物最終処分場（桑原） 南房総市 南房総市白浜塵芥埋立地

安中市 安中・松井田一般廃棄物最終処分場 南房総市 南房総市和田最終処分場

甘楽町 甘楽町一般廃棄物最終処分場（小幡） いすみ市 いすみ市一般廃棄物最終処分場

甘楽町 甘楽町一般廃棄物最終処分場（白倉） 大多喜町 最終処分場

昭和村 昭和村一般廃棄物最終処分場 御宿町 御宿町塵芥処理場埋立地

甘楽西部環境衛生施設組合 甘楽西部環境衛生施設組合クリーンポケット 鋸南地区環境衛生組合 青木山一般廃棄物最終処分場

吾妻東部衛生施設組合 吾妻東部衛生センター一般廃棄物最終処分場 佐倉市、酒々井町清掃組合 酒々井リサイクル文化センター最終処分場

西吾妻環境衛生施設組合 西吾妻環境衛生施設組合与喜屋埋立地 佐倉市、酒々井町清掃組合 酒々井リサイクル文化センター第２期最終処分場

渋川地区広域市町村圏振興整備組合 渋川地区広域圏清掃センター小野上処分場 東金市外三市町清掃組合 一般廃棄物最終処分場（成東一般廃棄物最終処分場）

渋川地区広域市町村圏振興整備組合 渋川地区広域圏清掃センターエコ小野上処分場 東金市外三市町清掃組合 グリーンオアシス大網（大網一般廃棄物最終処分場）

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 多野藤岡広域圏一般廃棄物最終処分場｢緑埜クリーンセンター 山武郡市環境衛生組合 埋立処分場

大泉町外二町環境衛生施設組合 大泉町外二町環境衛生施設組合一般廃棄物最終処分場 山武郡市環境衛生組合 一般廃棄物最終処分場

利根東部衛生施設組合 尾瀬クリーンセンター一般廃棄物最終処分場 匝瑳市ほか二町環境衛生組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般廃棄物最終処分場

埼玉県  
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市町村 施設名 市町村 施設名

長生郡市広域市町村圏組合 一般廃棄物佐貫最終処分場 南魚沼市 桝形山最終処分場

長生郡市広域市町村圏組合 一般廃棄物最終処分場 阿賀町 阿賀町エコパーク

長生郡市広域市町村圏組合 一般廃棄物処理施設エコパーク長生 津南地域衛生施設組合 津南地域衛生施設組合一般廃棄物最終処分場

香取広域市町村圏事務組合 一般廃棄物最終処分場 加茂市・田上町消防衛生組合 上野埋立地

香取広域市町村圏事務組合 第二伊地山一般廃棄物最終処分場 燕・弥彦総合事務組合 燕・弥彦総合事務組合環境センタークリーンセンター舘野（第１期分）

香取広域市町村圏事務組合 織幡一般廃棄物最終処分場 燕・弥彦総合事務組合 燕・弥彦総合事務組合環境センタークリーンセンター舘野（第２期分）

印西地区環境整備事業組合 印西地区一般廃棄物最終処分場 豊栄郷清掃施設処理組合 江楓園

東京都 新発田地域広域事務組合 新発田広域エコパーク

東京都 東京都新海面処分場（Ａ～Ｃ） 新井頸南広域行政組合 妙高高原最終処分場

東京都 東京都中央防波堤外側埋立処分場 五泉地域衛生施設組合 大沢最終処分場

八王子市 戸吹最終処分場 富山県

町田市 町田市町田リサイクル文化センター最終処分場 富山市 富山市一般廃棄物（不燃物）最終処分場

奥多摩町 奥多摩町クリーンセンター最終処分場浸出水処理施設 高岡市 高岡市不燃物処理場（Ｃ地区）

大島町 大島町安定型最終処分場 高岡市 高岡市不燃焼物処理場（Ｂ地区）

利島村 利島村焼根山安定型処分場 高岡市 高岡市不燃焼物処理場（Ｄ地区）

新島村 新島村式根島神引安定型処分場 氷見市 氷見市不燃物処理センター

新島村 新島村阿土山安定型最終処分場 小矢部市 小矢部市不燃物処理場

御蔵島村 御蔵島村処分場 射水市 射水市野手埋立処分所

青ヶ島村 青ヶ島村中原埋立地 砺波広域圏事務組合 南砺リサイクルセンター最終処分場

小笠原村 父島埋立処分場 砺波広域圏事務組合 クリーンセンターとなみ一般廃棄物最終処分場

東京都島嶼町村一部事務組合 大島一般廃棄物管理型最終処分場 新川広域圏事務組合 新川広域圏事務組合宮沢清掃センター一般廃棄物最終処分場

東京都島嶼町村一部事務組合 八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 新川広域圏事務組合 新川広域圏事務組合西部清掃センター埋立地

西秋川衛生組合 西秋川衛生組合御前石排水処理センター（第２御前石最終処分場） 新川広域圏事務組合 新川広域圏事務組合新川一般廃棄物最終処分場

西秋川衛生組合 西秋川衛生組合御前石排水処理センター（第１御前石最終処分場） 新川広域圏事務組合 新川広域圏事務組合宮沢清掃センター新最終処分場

東京たま広域資源循環組合 日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場 石川県

東京たま広域資源循環組合 日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場 金沢市 戸室新保埋立場

神奈川県 七尾市 ななか中央埋立場

横浜市 神明台処分地 小松市 小松市環境美化センター最終処分場

横浜市 南本牧廃棄物最終処分場 輪島市 輪島クリーンセンター埋立処分場

川崎市 浮島廃棄物埋立処分場（１期地区） 輪島市 輪島市輪島クリーンセンター埋立処分場

川崎市 浮島廃棄物埋立処分場（２期地区） 珠洲市 珠洲市一般廃棄物埋立処分場

相模原市 相模原市一般廃棄物最終処分場 加賀市 加賀市環境美化センター廃棄物処分場

横須賀市 横須賀市長坂埋立地（増設） 加賀市 加賀市環境美化センターグリーン・シティ山中

平塚市 平塚市遠藤原一般廃棄物最終処分場第２期 能登町 能登町能都埋立処分場

平塚市 平塚市遠藤原一般廃棄物最終処分場 能登町 不燃物処理場

鎌倉市 鎌倉市一般廃棄物最終処分場 能登町 能登町内浦埋立処分場

藤沢市 藤沢市女坂最終処分場 能登町 能登町柳田埋立処分場

藤沢市 藤沢市葛原第２最終処分場 河北郡市広域事務組合 河北郡市灰埋立場

藤沢市 藤沢市葛原最終処分場 河北郡市広域事務組合 河北郡市最終処分場

藤沢市 藤沢市長後中分最終処分場 輪島市穴水町環境衛生施設組合 輪島市穴水町環境衛生施設組合山中最終処分場

藤沢市 藤沢市谷根最終処分場 輪島市穴水町環境衛生施設組合 輪島市穴水町環境衛生施設組合原最終処分場

小田原市 小田原市堀ヶ窪埋立処分場 輪島市穴水町環境衛生施設組合 輪島市穴水町環境衛生施設組合原最終処分場

小田原市 小田原市中村原埋立処分場 能美広域事務組合 能美美化センター（新処分場）

茅ヶ崎市 茅ヶ崎市堤十二天一般廃棄物最終処分場 能美広域事務組合 能美美化センター

茅ヶ崎市 堤一般廃棄物最終処分場 羽咋郡市広域圏事務組合 埋立処分場

逗子市 逗子市清掃センター最終処分場（第３期） 羽咋郡市広域圏事務組合 （仮称）新規埋立処分場

逗子市 逗子市清掃センター最終処分場（第２期） 白山野々市広域事務組合 鶴来清掃センター

三浦市 三浦市西岩堂埋立地 白山野々市広域事務組合 新最終処分場

大和市 大和市上草柳処分場No.5 福井県

大和市 大和市上草柳処分場No.6 敦賀市 敦賀市櫛川最終処分場

伊勢原市 伊勢原市子易不燃物処理場 敦賀市 敦賀市赤崎最終処分場

海老名市 海老名市第一本郷最終処分場 小浜市 小浜市一般廃棄物最終処分場

南足柄市 南足柄市福泉不燃物埋立地 勝山市 勝山市グリーンヒル上野

南足柄市 南足柄市雨坪一般廃棄物最終処分場 美浜町 美浜町雲谷不燃物処理場

南足柄市 南足柄市最終処分場 高浜町 高浜町不燃物処分地

二宮町 二宮町環境衛生センター 高浜町 高浜町不燃物処分地

二宮町 二宮町環境衛生センター おおい町 おおい町えこあいらんど

箱根町 箱根町第１一般廃棄物最終処分場 おおい町 おおい町名田庄環境クリーンセンター

箱根町 箱根町第２一般廃棄物最終処分場 若狭町 クリーンセンターかみなか

秦野市伊勢原市環境衛生組合 栗原一般廃棄物最終処分場 若狭町 三方町生倉埋立地

足柄東部清掃組合 岩倉処分場 美浜・三方環境衛生組合 一般廃棄物最終処分場

新潟県 福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター

新潟市 新潟市太夫浜埋立処分地（第３期） 大野・勝山地区広域行政事務組合大野・勝山地区広域行政事務組合最終処分場

新潟市 新潟市白根第３埋立処分地 南越清掃組合 第２清掃センター

新潟市 福井埋立処分場 鯖江広域衛生施設組合 鯖江広域衛生施設組合一般廃棄物最終処分場（夢の杜おた）

新潟市 新潟市亀田第３埋立処分地 鯖江広域衛生施設組合 鯖江広域衛生施設組合一般廃棄物横山最終処分場

新潟市 舞平焼却灰処分場 山梨県

新潟市 新潟市第４赤塚埋立処分地 甲府市 甲府市増坪町一般廃棄物最終処分場

長岡市 長岡市一般廃棄物最終処分場柿埋立地（新埋立地） 甲府市 甲府市小曲町一般廃棄物最終処分場

長岡市 長岡市一般廃棄物最終処分場柿埋立地（旧埋立地） 甲府市 甲府市焼却灰処分地

長岡市 長岡市寺泊最終処分場 大月都留広域事務組合 真木最終処分場

長岡市 長岡市栃尾最終処分場 山梨県市町村総合事務組合 組合立一般廃棄物最終処分場

長岡市 長岡市小国一般廃棄物最終処分場 長野県

長岡市 長岡市種苧原埋立地 長野市 長野市不燃物最終処分場天狗沢埋立地

長岡市 長岡市東竹沢埋立地 長野市 長野市小松原最終処分場

長岡市 長岡市一般廃棄物最終処分場鳥越埋立地 長野市 牧野島不燃物処理場

三条市 三条市道心坂最終処分場 松本市 松本市エコトピア山田

柏崎市 柏崎市一般廃棄物最終処分場 松本市 松本市奈川一般廃棄物最終処分場

小千谷市 クリーンスポット大原 松本市 松本市安曇最終処分場

加茂市 鱈田沢不燃物埋立処分場 上田市 上田市下室賀最終処分場

十日町市 霧谷管理型処分場（管理型） 上田市 武石廃棄物最終処分場

十日町市 霧谷埋立地（安定型） 岡谷市 岡谷市樋沢一般廃棄物最終処分場

十日町市 室野処分場 岡谷市 岡谷市樋沢一般廃棄物最終処分場

見附市 見附市一般廃棄物最終処分場（第１期） 飯田市 イタチガ沢最終処分場

見附市 見附市一般廃棄物最終処分場（第２期） 飯田市 飯田市最終処分場

村上市 荒沢最終処分場 諏訪市 諏訪市大曲最終処分場（新施設）

村上市 荒川郷最終処分場 諏訪市 諏訪市大曲処分場

糸魚川市 糸魚川市一般廃棄物最終処分場 諏訪市 諏訪市矢戸倉不燃物処分場

五泉市 五泉市川瀬不燃物埋立地 小諸市 小諸市野火附廃棄物埋立処分場（第２期）

上越市 薬師山埋立地 小諸市 小諸市野火附廃棄物埋立処分場（第１期）

上越市 安塚区一般廃棄物最終処分場（戸沢処分場） 小諸市 小諸市野火附埋立処理場（第３期）

上越市 旧車地一般廃棄物最終処分場 伊那市 伊那市横山不燃物処理場

上越市 一般廃棄物最終処分場（吉川区） 大町市 大町市グリーンパーク

上越市 中郷区一般廃棄物最終処分場 茅野市 茅野市最終処分場

上越市 清里下芝石粗大ゴミ捨場 佐久市 佐久市宇とう南沢処理場

阿賀野市 阿賀野市環境センター最終処分場 佐久市 佐久市うな沢最終処分場

佐渡市 一般廃棄物最終処分場（真野クリーンパーク） 佐久市 佐久市うな沢第２最終処分場

佐渡市 南佐渡一般廃棄物最終処分場 佐久市 佐久市つらなし一般廃棄物最終処分場

南魚沼市 宮最終処分場 東御市 東御市一般廃棄物最終処分場  



 6 

・一般廃棄物最終処分場一覧⑤ 

市町村 施設名 市町村 施設名

安曇野市 安曇野市三郷一般廃棄物最終処分場 神戸町 神戸町一般廃棄物最終処分場（瀬古）

安曇野市 安曇野市小岩岳不燃物処分場 輪之内町 輪之内町一般廃棄物最終処分場

安曇野市 三郷村最終処分場 安八町 安八町一般廃棄物最終処分場

小海町 小海町草刈久保最終処分場 揖斐川町 坂内最終処分場

川上村 川上村営ゴミ処理場 大野町 大野町不燃物処理場

南牧村 南牧村一般廃棄物最終処分場 八百津町 八百津町錦織一般廃棄物埋立処分場

佐久穂町 佐久穂町八郡最終処分場 八百津町 八百津町久田見一般廃棄物埋立処分場

御代田町 御代田町久保沢一般廃棄物最終処分場 御嵩町 御嵩町一般廃棄物埋立処分場

御代田町 御代田町井戸沢一般廃棄物最終処分場 御嵩町 御嵩町南山一般廃棄物埋立処分場

長和町 長和町一般廃棄物処理場 白川村 保木脇埋立地

長和町 長和町唐沢山危険物処理場 可茂衛生施設利用組合 可茂衛生施設利用組合緑ヶ丘クリーンセンター最終処分場

下諏訪町 下諏訪町砥沢埋立地 可茂衛生施設利用組合 可茂衛生施設利用組合ささゆりクリーンパーク最終処分場

辰野町 辰野町最終処分場 南濃衛生施設利用事務組合 南濃衛生施設利用事務組合最終処分場

箕輪町 箕輪町八乙女危険物処理場 西濃環境整備組合 一般廃棄物最終処分場

中川村 中川村一般廃棄物処理場 中濃地域広域行政事務組合 クリーンプラザ中濃一般廃棄物最終処分場

松川町 松川町生田一般廃棄物最終処分場 西南濃粗大廃棄物処理組合 西南濃粗大廃棄物処理センター

高森町 高森町山吹垣外一般廃棄物埋立処分場 静岡県

阿南町 阿南町不燃物処理場 静岡市 沼上最終処分場

下條村 下條村一般廃棄物（不燃物）最終処分場 静岡市 清水貝島最終処分場

売木村 売木村村有埋立地 静岡市 由比最終処分場

泰阜村 泰阜村不燃物処理場 浜松市 浜松市静ヶ谷最終処分場

喬木村 喬木村一般廃棄物処分場 浜松市 浜松市平和最終処分場（Ⅰ期）

豊丘村 豊丘村北の沢最終処分場 浜松市 浜松市平和最終処分場（Ⅱ期）

大鹿村 大鹿村一般廃棄物最終処分場 浜松市 浜松市浜北環境センター

南木曽町 南木曽町中山ガラス類埋立場 浜松市 はるのやまびこドーム

山形村 山形村一般廃棄物最終処分場（サンクスBB第１期施設） 浜松市 天竜不燃物処理センター

山形村 山形村危険物埋立場 浜松市 舞阪吹上第２廃棄物最終処分場

山形村 山形村一般廃棄物最終処分場（サンクスBB第２期施設） 浜松市 引佐一般廃棄物最終処分場

信濃町 枡形不燃物最終処分場 沼津市 沼津市最終処分場第２期処分地

川西保健衛生施設組合 川西保健衛生施設組合川西一般廃棄物最終処分場 沼津市 沼津市最終処分場第１期処分地

伊北環境行政組合 伊北環境行政組合クリーンセンター八乙女最終処分場 沼津市 沼津市最終処分場新処分地

伊那中央行政組合 伊那中央行政組合一般廃棄物最終処分場 沼津市 沼津市戸田最終処分場

伊南行政組合 伊南行政組合与田切不燃物処理場 熱海市 熱海市姫の沢最終処分場

伊南行政組合 伊南行政組合小平不燃物処理場 三島市 三島市一般廃棄物埋立処分場（第１）

木曽広域連合 木曽広域連合木曽クリーンセンター最終処分場 三島市 三島市一般廃棄物埋立処分場（第２）

岳北広域行政組合 岳北広域行政組合岳北クリーンセンター最終処分場 三島市 三島市一般廃棄物埋立処分場（第３）

岳北広域行政組合 岳北広域行政組合最終処分場 富士宮市 富士宮市籠場一般廃棄物最終処分場

北信保健衛生施設組合 北信保健衛生施設組合最終処分場 富士宮市 富士宮市一般廃棄物鞍骨沢最終処分場

北信保健衛生施設組合 大俣埋立地 伊東市 伊東市御石ヶ沢最終処分場

松塩地区広域施設組合 新最終処分場 島田市 島田市一般廃棄物最終処分場

南諏衛生施設組合 南諏衛生施設組合南諏衛生センター 磐田市 磐田市一般廃棄物最終処分場

南諏衛生施設組合 南諏衛生施設組合南諏衛生センター 磐田市 磐田市竜洋最終処分場

岐阜県 焼津市 焼津市田尻最終処分場

岐阜市 奥埋立跡地 掛川市 板沢最終処分場

岐阜市 佐野埋立跡地 掛川市 本郷処分場

岐阜市 北野阿原一般廃棄物最終処分場 掛川市 東大谷最終処分場

岐阜市 阿原沖一般廃棄物最終処分場 掛川市 高瀬最終処分場

岐阜市 大杉一般廃棄物最終処分場 掛川市 新井処分場

大垣市 大垣市草道島一般廃棄物最終処分場 藤枝市 藤枝市兵太夫最終処分場

大垣市 大垣市一般廃棄物最終処分場（荒川町） 御殿場市 御殿場市一般廃棄物最終処分場

大垣市 大垣市上石津一般廃棄物最終処分場 御殿場市 御殿場市大野原不燃物最終処分場（新）

大垣市 大垣市上石津町須谷最終処分場 下田市 下田市灰捨場Ｈ21廃止

大垣市 大垣市墨俣町最終処分場 裾野市 裾野市一般廃棄物最終処分場

高山市 高山市資源リサイクルセンター埋立処分地 裾野市 裾野市一般廃棄物最終処分場

高山市 高山市久々野クリーンセンター埋立処分地 湖西市 湖西市笠子廃棄物処分場

高山市 高山市丹生川埋立処分地 湖西市 湖西市新居一般廃棄物最終処分場

高山市 高山市荘川埋立処分地 伊豆市 伊豆市柿木一般廃棄物最終処分場

高山市 高山市上宝埋立処分地 伊豆市 伊豆市年川一般廃棄物最終処分場

多治見市 多治見市大畑センター安定型埋立処分場 伊豆市 伊豆市小峰一般廃棄物最終処分場

多治見市 多治見市笠原町クリーンセンター安定型埋立処分場 菊川市 菊川市一般廃棄物最終処分場

多治見市 多治見市笠原クリーンセンター管理型埋立処分場 伊豆の国市 花坂一般廃棄物最終処分場

多治見市 多治見市大畑センター管理型処分場 伊豆の国市 韮山一般廃棄物最終処分場

関市 肥田瀬埋立場 伊豆の国市 大仁一般廃棄物最終処分場

中津川市 山口村ガラス類最終処分場 伊豆の国市 大仁一般廃棄物第2最終処分場

中津川市 中津川環境センター最終処分場 牧之原市 牧之原市一般廃棄物最終処分場

中津川市 中津川市不燃性廃棄物処理埋立場 東伊豆町 東伊豆町最終処分場

中津川市 付知町不燃物埋立場 南伊豆町 南伊豆町青野最終処分場

美濃市 美濃市ごみ埋立処分場 松崎町 松崎町最終処分場

瑞浪市 瑞浪市不燃物埋立処分場 西伊豆町 西伊豆町一般廃棄物最終処分場

瑞浪市 瑞浪市新不燃物最終処分場 函南町 函南町一般廃棄物最終処分場

羽島市 羽島市一般廃棄物最終処分場 長泉町 長泉町一般廃棄物最終処分場

恵那市 恵那市恵南最終処分場 小山町 一般廃棄物最終処分場（生土）

恵那市 恵那市一般廃棄物最終処分場 吉田町 吉田町一般廃棄物最終処分場

恵那市 恵那市一般廃棄物最終処分場（第二期） 牧之原市御前崎市広域施設組合牧之原市御前崎市広域施設組合焼却灰処分場

美濃加茂市 美濃加茂市一般廃棄物埋立処分場 牧之原市御前崎市広域施設組合牧之原市御前崎市広域施設組合一般廃棄物最終処分場

土岐市 土岐市環境センター 牧之原市御前崎市広域施設組合牧之原市御前崎市広域施設組合焼却灰処分場

各務原市 各務原市大伊木一般廃棄物最終処分場 牧之原市御前崎市広域施設組合牧之原市御前崎市広域施設組合一般廃棄物最終処分場

可児市 可児市一般廃棄物埋立処分場（大森） 御殿場市・小山町広域行政組合御殿場市・小山町広域行政組合一般廃棄物処分場

可児市 可児市一般廃棄物埋立処分場（兼山） 中遠広域事務組合 中遠広域一般廃棄物最終処分場（一宮）

山県市 クリーンセンター 志太広域事務組合 助宗最終処分場

飛騨市 松ヶ瀬最終処分場 志太広域事務組合 藤守最終処分場

本巣市 本巣廃棄物最終処分場 志太広域事務組合 下之郷最終処分場

本巣市 根尾廃棄物最終処分場 吉田町牧之原市広域施設組合 一般廃棄物最終処分場

郡上市 白鳥管理型処分場 愛知県

郡上市 高鷲一般廃棄物最終処分場（安定型） 名古屋市 名古屋市愛岐処分場

郡上市 高鷲一般廃棄物最終処分場（管理型） 名古屋市 名古屋市守山南部処分場

郡上市 和良埋立場 名古屋市 名古屋市船見処分場

郡上市 市島埋立場 名古屋市 名古屋市大清水処分場

下呂市 下呂市埋立処分場(金山町埋立処分場） 名古屋市 名古屋市第一処分場

下呂市 一般廃棄物最終処分場 名古屋市 名古屋市第二処分場

海津市 海津市福江一般廃棄物最終処分場 豊橋市 豊橋市廃棄物最終処分場（高塚５次Ⅱ工区）

海津市 海津市今尾一般廃棄物最終処分場 豊橋市 豊橋市廃棄物最終処分場（高塚５次Ⅲ工区）

海津市 海津市戸田一般廃棄物最終処分場 豊橋市 豊橋市廃棄物最終処分場（高塚５次Ⅰ工区）

養老町 養老町一般廃棄物最終処分場 豊橋市 豊橋市廃棄物最終処分場（坪ノ谷第Ⅰ工区）

養老町 養老町祖父江一般廃棄物最終処分場 豊橋市 豊橋市廃棄物最終処分場（坪ノ谷第Ⅱ工区）

垂井町 垂井町葉生埋立最終処分場 豊橋市 豊橋市廃棄物最終処分場（高塚第６次Ⅰ工区）

垂井町 垂井町表佐矢取最終処分場 岡崎市 岡崎市一般廃棄物最終処分場

関ケ原町 関ケ原町笹尾埋立処分場 岡崎市 北部一般廃棄物最終処分場

関ケ原町 関ケ原町焼却灰捨場 岡崎市 一般廃棄物最終処分場（額田）  
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・一般廃棄物最終処分場一覧⑥ 
市町村 施設名 市町村 施設名

一宮市 一宮市光明寺処分場 度会町 度会町美化センター

一宮市 一宮市光明寺最終処分場 南伊勢町 クリーンセンターなんとう

半田市 半田市一般廃棄物最終処分場 南伊勢町 南勢一般廃棄物最終処分場

半田市 半田市一般廃棄物最終処分場 紀北町 紀北町紀伊長島不燃物処理場

春日井市 春日井市一般廃棄物最終処分場 紀北町 紀北町海山不燃物処理場

春日井市 春日井市一般廃棄物内津最終処分場 伊賀南部環境衛生組合 伊賀南部環境衛生組合不燃物処理場

豊川市 豊川市一般廃棄物三月田最終処分場 伊賀南部環境衛生組合 伊賀南部最終処分場

豊川市 豊川市一般廃棄物深田最終処分場 南牟婁清掃施設組合 南牟婁清掃施設組合一般廃棄物最終処分場

豊川市 豊川市一般廃棄物足山田最終処分場 香肌奥伊勢資源化広域連合 香肌奥伊勢エコ・ランド

豊川市 豊川市一般廃棄物金野最終処分場 滋賀県

豊川市 豊川市千両焼却灰最終処分場 大津市 大津市南部不燃物処分場

豊川市 豊川市一宮焼却灰最終処分場 大津市 大津市大田廃棄物最終処分場

津島市 津島市一般廃棄物最終処分場（鹿伏兎） 大津市 大津市北部廃棄物最終処分場

碧南市 碧南市西端地内一般廃棄物最終処分場 大津市 大津市北部廃棄物最終処分場増設１期

刈谷市 第２不燃物埋立場 大津市 大津市北部廃棄物最終処分場増設２期

刈谷市 第１不燃物埋立場 大津市 大津市大津クリーンセンター最終処分場

豊田市 グリーン・クリーンふじの丘 近江八幡市 近江八幡市立一般廃棄物最終処分場

豊田市 勘八不燃物処分場 草津市 草津市処分場

安城市 安城市一般廃棄物最終処分場（榎前） 守山市 守山市廃棄物最終処分場

西尾市 西尾市平原地区一般廃棄物最終処分場 守山市 守山市一般廃棄物最終処分場

西尾市 西尾市佐久島地区一般廃棄物最終処分場 栗東市 栗東市岡最終処分場

西尾市 西尾市一色地区一般廃棄物最終処分場 甲賀市 信楽不燃物処理場

西尾市 西尾市吉良地区一般廃棄物最終処分場 野洲市 蓮池の里処分場

西尾市 西尾市幡豆地区一般廃棄物最終処分場 野洲市 蓮池の里第二処分場

蒲郡市 蒲郡市一般廃棄物最終処分場 高島市 今津不燃物処理場

蒲郡市 蒲郡市一色不燃物最終処分場 高島市 朽木不燃物処理場

犬山市 犬山市八曽一般廃棄物最終処分場 高島市 安曇川不燃物処理場

常滑市 常滑市一般廃棄物最終処分場 高島市 高島横山不燃物処理場

江南市 江南市一般廃棄物最終処分場 高島市 新旭饗庭不燃物処理場

新城市 新城市鳥原一般廃棄物管理型埋立処分場 東近江市 東近江市一般廃棄物最終処分場（下日吉）

新城市 新城市作手菅沼一般廃棄物管理型埋立処分場 東近江市 旧五個荘町一般廃棄物最終処分場（和田）

新城市 新城市有海一般廃棄物管理型埋立処分場 湖北広域行政事務センター 湖北広域行政事務センター一般廃棄物最終処分場（杉沢）

新城市 新城市七郷一色一般廃棄物管理型埋立処分場 湖北広域行政事務センター 湖北広域行政事務センタークリーンプラント

東海市 東海市大狭間最終処分場 湖北広域行政事務センター 湖北広域行政事務センター余呉一般廃棄物最終処分場

東海市 東海市東犬久利最終処分場 湖北広域行政事務センター ウィングプラザ

知多市 東鴻之巣最終処分場 八日市布引ライフ組合 八日市布引ライフ組合クリーンぬのびき

知立市 知立市第２不燃物処理場 中部清掃組合 粗大ごみ処理場埋立地

高浜市 高浜市不燃物埋立場 中部清掃組合 灰埋立地

田原市 田原市一般廃棄物最終処分場（リサイクルセンター併設） 中部清掃組合 能登川一般廃棄物最終処分場

田原市 赤羽根環境センター 中部清掃組合 安土一般廃棄物最終処分場

田原市 渥美一般廃棄物最終処分場 愛知郡広域行政組合 愛知郡広域行政組合ガレキ処分場

田原市 第二東部最終処分場 彦根愛知犬上広域行政組合 日夏投棄場

田原市 田原市埋立処分場（破砕施設併設） 彦根愛知犬上広域行政組合 中山投棄場

愛西市 愛西市雀ヶ森最終処分場 京都府

弥富市 弥富市一般廃棄物(家庭ごみ)埋立処分場 京都市 京都市東部山間埋立処分地

弥富市 弥富市鍋田最終処分場 福知山市 福知山市不燃物埋立処分場

みよし市 みよし市不燃物埋立処分場 福知山市 三河不燃物処理場

あま市 あま市七宝町安松一般廃棄物最終処分場 福知山市 二俣不燃物処理場

あま市 あま市東溝口一般廃棄物最終処分場 福知山市 夜久野町不燃物処理場

あま市 あま市篠田一般廃棄物最終処分場 福知山市 三和町一般廃棄物最終処分場

飛島村 飛島村一般廃棄物最終処分場 舞鶴市 舞鶴市滝ヶ下埋立処理場

飛島村 飛島村ごみ投棄場 舞鶴市 舞鶴市一般廃棄物最終処分場

南知多町 南知多町日間賀島不燃物埋立地 綾部市 綾部市クリーンセンター

南知多町 南知多町篠島不燃物埋立地 綾部市 綾部市第２最終処分場

武豊町 武豊町一般廃棄物最終処分場 宮津市 東部不燃物処理場

幸田町 幸田町一般廃棄物最終処分場 宮津市 宮津市今福不燃物処理場

東部知多衛生組合 洲崎最終処分場 宮津市 宮津市北部不燃物処理場

東部知多衛生組合 大東最終処分場 宮津市 宮津市南部不燃物処理場

尾張東部衛生組合 尾張東部衛生組合一般廃棄物最終処分場 亀岡市 亀岡市医王谷エコトピア

海部地区環境事務組合 海部地区環境事務組合八開処分場 亀岡市 エコトピア亀岡

小牧岩倉衛生組合 小牧岩倉衛生組合環境センター処分場 京田辺市 碧水園

知多南部衛生組合 知多南部衛生組合一般廃棄物最終処分場（中苔廻間） 京丹後市 京丹後市峰山最終処分場

知多南部衛生組合 知多南部衛生組合一般廃棄物最終処分場（口苔廻間） 京丹後市 京丹後市大宮最終処分場

江南丹羽環境管理組合 江南丹羽環境管理組合最終処分場 京丹後市 京丹後市網野最終処分場

北設広域事務組合 滝の入最終処分場 京丹後市 京丹後市久美浜最終処分場

北名古屋衛生組合 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 京丹後市 旧久美浜町不燃物処理場

尾三衛生組合 折戸最終処分場 京丹後市 旧峰山町不燃物処理場

尾三衛生組合 三本木最終処分場 京丹後市 旧丹後半島清掃センター不燃物処理場

三重県 木津川市 木津川市桜台環境センター

津市 津市西部クリーンセンター 伊根町 伊根町一般廃棄物最終処分場

津市 津市白銀環境清掃センター 伊根町 第２不燃物処理場

津市 津市一般廃棄物最終処分場 与謝野町 与謝野町一般廃棄物加悦最終処分場

四日市市 四日市市南部埋立処分場 与謝野町 与謝野町一般廃棄物岩滝最終処分場

伊勢市 伊勢廃棄物投棄場 与謝野町 与謝野町一般廃棄物野田川最終処分場

伊勢市 小俣廃棄物投棄場 城南衛生管理組合 城南衛生管理組合グリーンヒル三郷山

伊勢市 小俣廃棄物投棄場 城南衛生管理組合 城南衛生管理組合奥山埋立処分地

松阪市 松阪市一般廃棄物最終処分場 乙訓環境衛生組合 勝竜寺埋立地

桑名市 桑名市一般廃棄物埋立最終処分場 大阪府

鈴鹿市 鈴鹿市不燃物リサイクルセンター（最終処分場） 大阪市 大阪市環境局北港処分地南地区

鈴鹿市 鈴鹿市深谷処理場(１期分) 堺市 堺市南部処理場（新処分地）

鈴鹿市 鈴鹿市深谷処理場(２期分) 堺市 堺市南部処理場（旧処分地）

尾鷲市 尾鷲市清掃工場 高槻市 高槻クリーンセンター

亀山市 亀山市総合環境センター最終処分場 枚方市 枚方市一般廃棄物最終処分場

熊野市 熊野市有馬不燃物処分場 茨木市 茨木市環境衛生センター一般廃棄物最終処分場

いなべ市 北勢最終処分場 茨木市 茨木市環境衛生センター一般廃棄物最終処分場

いなべ市 大安最終処分場 八尾市 八尾市一般廃棄物最終処分場

いなべ市 藤原最終処分場 箕面市 止々呂美残灰処理場

志摩市 志摩市阿児一般廃棄物最終処分場 泉北環境整備施設組合 松尾寺山最終処分場

志摩市 志摩市志摩一般廃棄物最終処分場 柏羽藤環境事業組合 雁多尾畑最終処分場

志摩市 志摩市大王清掃センター一般廃棄物最終処分場適正閉鎖区域 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合北港廃棄物埋立処分地（南地区）第１区

志摩市 志摩市磯部清掃センター 兵庫県

志摩市 志摩市浜島一般廃棄物最終処分場（汐見成） 神戸市 布施畑環境センター

志摩市 志摩市浜島一般廃棄物最終処分場（迫子） 神戸市 淡河環境センター

志摩市 志摩市大王清掃センター一般廃棄物最終処分場新設区域 姫路市 横山最終埋立処分場

伊賀市 不燃物処理場 姫路市 土岸最終埋立処分場

東員町 東員町最終処分場 姫路市 塩野最終埋立処分場

菰野町 菰野町不燃物処理場 姫路市 石倉最終埋立処分場

多気町 多気町美化センター 明石市 第2次一般廃棄物最終処分場

明和町 明和町環境センター 明石市 第3次一般廃棄物最終処分場  
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・一般廃棄物最終処分場一覧⑦ 

市町村 施設名 市町村 施設名

相生市 最終処分場 雲南市・飯南町事務組合 加茂町不燃物処理場

豊岡市 豊岡最終処分場 邑智郡総合事務組合 邑智クリーンセンター最終処分場

加古川市 竜ヶ池処理場 岡山県

加古川市 磐東第２不燃物埋立処分場 岡山市 岡山市東畦最終処分場

赤穂市 不燃物最終処分場 岡山市 岡山市松ヶ鼻最終処分場

宝塚市 不燃物埋立処分地 岡山市 岡山市浅越最終処分場

三木市 清掃センター埋立処分場 岡山市 岡山市山上最終処分場

三木市 吉川クリーンセンター最終処分場 岡山市 岡山市三手最終処分場

三木市 清掃センター最終処分場２期 岡山市 岡山市山田最終処分場

高砂市 不燃物処理場第５埋立地 岡山市 岡山市西畦最終処分場

小野市 小野市一般廃棄物最終処分場 岡山市 岡山市正儀最終処分場

加西市 加西市埋立最終処分場 岡山市 岡山市古都南方最終処分場

篠山市 清掃センター 岡山市 岡山市山上新最終処分場

養父市 琴弾クリーンセンター 岡山市 岡山市高松田中最終処分場

丹波市 青垣リサイクルセンター（最終処分場） 岡山市 瀬戸町残灰埋立地

南あわじ市 最終処分場 岡山市 岡山市三手最終処分場（拡張部）

朝来市 一般廃棄物管理型最終処分場 倉敷市 倉敷市東部最終処分場

朝来市 一般廃棄物安定型最終処分場 倉敷市 倉敷市児島井津井埋立処分場

淡路市 一宮埋立最終処分場 倉敷市 倉敷市西部最終処分場

宍粟市 片山一般廃棄物最終処分場 倉敷市 東部最終処分場（２期）

宍粟市 宍粟北残渣最終処分場 倉敷市 倉敷市不燃物処分場（船穂）

加東市 上中埋立処分地 倉敷市 倉敷市不燃物投入場（真備）

たつの市 たつの市一般廃棄物最終処分場 津山市 津山市不燃物専用埋立場（管理型）

市川町 上瀬加埋立最終処分場 津山市 津山市不燃物専用埋立地

太子町 太子町上太田瓦礫処分場 玉野市 玉野市一般廃棄物最終処分場

上郡町 最終処分場 井原市 井原市野々迫埋立処分場

佐用町 第２一般廃棄物最終処分場 総社市 総社市一般廃棄物最終処分場

香美町 矢田川レインボー 総社市 総社市宿ごみ埋立地

北播磨清掃事務組合 南部処理センター 総社市 総社市大谷廃棄物捨場

北播磨清掃事務組合 北部クリーンセンター 新見市 新見市一般廃棄物最終処分場

北播磨清掃事務組合 みどり園はやすクリーンセンター 新見市 新見市処理センター

くれさか環境事務組合 くれさかクリーンセンター 備前市 備前一般廃棄物最終処分場

奈良県 備前市 日生一般廃棄物最終処分場

奈良市 奈良市南部土地改良清美事業一般廃棄物最終処分場第１工区 真庭市 真庭市ガレキ処分場

奈良市 奈良市緊急時一般廃棄物最終処分場 真庭市 一般廃棄物最終処分場

奈良市 奈良市南部土地改良清美事業一般廃棄物最終処分場第２工区 美作市 瀬戸最終処分場

大和郡山市 大和郡山市一般廃棄物最終処分場 美作市 皆木最終処分場

天理市 山辺広域一般廃棄物第二最終処分場 浅口市 浅口市金光一般廃棄物最終処分場

桜井市 桜井市最終処分場 浅口市 旧遙照山上原不燃物処理センター

五條市 みどり園 早島町 早島町一般廃棄物埋立処分地

斑鳩町 最終処分場 鏡野町 鏡野町北部衛生クリーンセンター

大淀町 大淀町一般廃棄物最終処分場 美咲町 藤原一般廃棄物最終処理場

吉野広域行政組合 吉野広域行政組合吉野三町村最終処分場 美咲町 柵原クリーンセンター一般廃棄物最終処理場

和歌山県 岡山県西部衛生施設組合 岡山県西部衛生施設組合見崎山埋立処分地

海南市 海南市埋立処分地施設 岡山市久米南町衛生施設組合 大田最終処分場

海南市 海南市下津一般廃棄物最終処分場 岡山県中部環境施設組合 岡山県中部環境施設組合一般廃棄物最終処分場

橋本市 橋本市一般廃棄物処理場 津山圏域西部衛生施設組合（廃止） 津山圏域西部衛生施設組合新最終処分場

田辺市 田辺市ごみ処理場（最終処分場） 津山圏域西部衛生施設組合（廃止） 津山圏域西部衛生施設組合最終処分場

新宮市 佐野不燃物処理場 高梁地域事務組合 高梁地域事務組合一般廃棄物最終処分場

紀美野町 紀美野町野上区域塵埃処理場 津山圏域資源循環施設組合 津山圏域クリーンセンター

紀美野町 紀美野町美里区域塵埃処理場 広島県

高野町 高野町不燃物処理場 広島市 広島市玖谷埋立地

有田川町 尾岩坂ごみ処分場 呉市 呉市埋立処理場

みなべ町 みなべ町ごみ焼却場最終処分場 呉市 呉市一般廃棄物最終処分場

白浜町 白浜町最終処分場 三原市 三原市一般廃棄物最終処分場

上富田町 上富田町一般廃棄物最終処分場 三原市 三原市本郷一般廃棄物最終処分場

古座川町 古座川町最終処分場 尾道市 尾道市最終処分場（浦崎町）

串本町 串本町最終処分場 尾道市 尾道市最終処分場（原田町）

大辺路衛生施設組合 家の谷 尾道市 尾道市因島一般廃棄物最終処分場

御坊広域行政事務組合 御坊広域清掃センター 尾道市 尾道市瀬戸田名荷埋立処分地

有田周辺広域圏事務組合 有田周辺広域圏事務組合埋立処分地 福山市 福山市新箕沖埋立地

鳥取県 福山市 福山市箕沖埋立地

鳥取県東部広域行政管理組合 鳥取県東部広域行政管理組合末恒不燃物処分場 福山市 福山市慶応浜埋立地

鳥取県東部広域行政管理組合 鳥取県東部広域行政管理組合鳥取県東部環境クリーンセンター 福山市 福山市内海最終処分場

鳥取中部ふるさと広域連合 クリーンランドほうき 福山市 福山市新市クリーンセンター最終処分埋立地

島根県 福山市 福山市沼隈最終処分場

松江市 西持田不燃物処理場 福山市 福山市深品クリーンセンター最終処分場

松江市 宍道不燃物処理場 府中市 府中市埋立センター

松江市 西持田最終処分場 三次市 一般廃棄物下荒瀬最終処分場

松江市 八束不燃物処理場 庄原市 庄原市一般廃棄物最終処分場（グリーンハウス）

松江市 鹿島不燃物処分場 廿日市市 廿日市市一般廃棄物最終処分場

松江市 島根一般廃棄物最終処分場 廿日市市 廿日市市佐伯一般廃棄物最終処分場

松江市 八雲最終処分場 廿日市市 廿日市市大野一般廃棄物最終処分場

松江市 宍道最終処分場 廿日市市 廿日市市宮島廃棄物最終埋立処分場（新設）

松江市 姫津埋立処分場 廿日市市 廿日市市宮島廃棄物最終埋立処分場（現有）

浜田市 浜田市不燃ごみ処理場 江田島市 江田島市環境センター（第２埋立地）

浜田市 浜田市埋立処分場 神石高原町 グリーンセンター陽光

出雲市 平田不燃物処理センター 甲世衛生組合 甲世衛生組合最終処分場

出雲市 佐田クリーンセンター 広島中央環境衛生組合 賀茂環境センター（１工区）

出雲市 神西一般廃棄物埋没処理場 広島中央環境衛生組合 賀茂環境センター（２工区）

出雲市 斐川町不燃物処理場 広島中央環境衛生組合 竹原安芸津最終処分場

出雲市 斐川クリーンステーション 山口県

益田市 益田市下波田埋立処理場 下関市 吉母管理場

益田市 小原最終処分場 下関市 クリーンセンター響最終処分場

大田市 大田不燃物処理場 宇部市 東見初地先埋立地

大田市 温泉津一般廃棄物処分場 宇部市 宇部市一般廃棄物最終処分場

大田市 仁摩一般廃棄物処分場 山口市 山口市神田一般廃棄物最終処分場

大田市 大田市不燃物処分場 山口市 山口市鍛治畑不燃物埋立処分場

安来市 安来市クリーンセンター穂日島 山口市 山口市青江一般廃棄物最終処分場

安来市 安来市広瀬一般廃棄物最終処分場 山口市 山口市岡山最終処分場

安来市 安来市伯太一般廃棄物最終処分場 山口市 山口市阿東一般廃棄物最終処分場

江津市 島の星クリーンセンター最終処分場 萩市 大井不燃物埋立処分場

奥出雲町 最終処分場 萩市 見島不燃物埋立処分場

海士町 海士町一般廃棄物最終処分場 萩市 大島不燃物埋立処分場

西ノ島町 西ノ島町一般廃棄物最終処分場 萩市 相島不燃物埋立処分場

隠岐の島町 島後一般廃棄物最終処分場 萩市 田万川不燃物埋立地

鹿足郡不燃物処理組合 鹿足郡不燃物処理組合埋立処分地施設 萩市 田万川一般廃棄物最終処分場

雲南市・飯南町事務組合 いいしクリーンセンター最終処分場 萩市 長者原最終処分場

雲南市・飯南町事務組合 埋立最終処分場 萩市 須佐一般廃棄物最終処分場  
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・一般廃棄物最終処分場一覧⑧ 
市町村 施設名 市町村 施設名

防府市 防府市一般廃棄物最終処分場 西予市 西予市野村不燃物処理場

岩国市 岩国市日の出町最終処分場 上島町 佐島不燃物処理地

岩国市 岩国市由宇不燃物処理場 上島町 生名不燃物処理地

岩国市 岩国市玖珂不燃物処理場 上島町 先田名後最終処分場

岩国市 岩国市周東埋立処分場 砥部町 千里埋立処分場

岩国市 岩国市川西不燃物処理場 伊方町 伊方町一般廃棄物最終処分場

長門市 長門市一般廃棄物最終処分場 伊方町 伊方町一般廃棄物最終処分場

柳井市 柳井市不燃物処理場 松野町 松野町一般廃棄物最終処分場

美祢市 美祢市一般廃棄物最終処分場 鬼北町 清水最終処分場

美祢市 美祢市美東一般廃棄物最終処分場 愛南町 愛南町環境衛生センター

周南市 周南市不燃物処分場 高知県

周南市 周南市熊毛不燃物埋立処分場 高知市 高知市三里最終処分場

周南市 周南市鹿野中木屋の谷ごみ埋立処分地施設 高知市 高知市春野最終処分場

周南市 周南市鹿野一般廃棄物最終処分場 安芸市 安芸市一般廃棄物最終処分場

周南市 徳山下松港新南陽Ｎ７地区最終処分場 南国市 南国市一般廃棄物最終処分場

山陽小野田市 山陽小野田市環境衛生センター（最終埋立処分場） 土佐市 土佐市一般廃棄物最終処分場

山陽小野田市 山陽小野田市環境衛生センター（一般廃棄物最終処分場） 須崎市 須崎市廃棄物埋立処分場

山陽小野田市 山陽小野田市山陽処分場 宿毛市 宿毛市環境管理センター

周防大島町 東和不燃物処理場 宿毛市 宿毛市母島不燃物処理場

周防大島町 かわら処分場 土佐清水市 土佐清水市不燃物処理センター

周防大島町 大島不燃物処理場 香南市 西佐古一般廃棄物処分場

周防大島町 久賀不燃物処理場 香美市 香美市立一般廃棄物処理場

周防大島町 橘不燃物処理場 奈半利町 奈半利町茄子谷廃棄物処分場

周防大島町 周防大島町環境センター最終処分場 田野町 田野町築地不燃物処理場

和木町 和木町一般廃棄物最終処分場 安田町 安田町不燃物埋立処分地

熊南総合事務組合 熊南総合事務組合資源活用センター① 馬路村 馬路村処分場

熊南総合事務組合 熊南総合事務組合資源活用センター② 芸西村 芸西村竹薮埋立処分地

周南東部環境施設組合 周南東部環境施設組合後畑不燃物埋立処理場（第１期埋立処分場） 大川村 大川村朝谷最終処分場

周南東部環境施設組合 周南東部環境施設組合後畑不燃物埋立処理場（第２期埋立処分場） いの町 いの町八田廃棄物処分場

周南東部環境施設組合 周南東部環境施設組合後畑不燃物埋立処理場（第３期埋立処分場） 中土佐町 中土佐町七浦不燃物埋立処理場

徳島県 中土佐町 中土佐町栂ノ川不燃物埋立処理場

徳島市 徳島市西須賀最終処分場 佐川町 佐川町大田川埋立地

鳴門市 鳴門市里浦一般廃棄物最終処分場 津野町 津野町最終処分場

鳴門市 鳴門市衛生センター場内処分場 四万十町 クリーンセンター銀河

鳴門市 鳴門市城山最終処分場 大月町 大月町環境クリーンセンター

小松島市 小松島市高塚地区一般廃棄物最終処分場 高吾北広域町村事務組合 高吾北広域町村事務組合高吾北処理センター

小松島市 小松島市赤石地区一般廃棄物最終処分場 芸東衛生組合 芸東衛生組合室津埋立地

吉野川市 鴨島一般廃棄物最終処分場 嶺北広域行政事務組合 嶺北広域一般廃棄物最終処分場

吉野川市 山川最終処分場 福岡県

勝浦町 勝浦町清掃センター 北九州市 北九州市響灘西地区廃棄物処分場

石井町 石井町一般廃棄物最終処分場（下浦） 福岡市 西部（中田）埋立場

石井町 石井町一般廃棄物最終処分場（上浦） 福岡市 東部（伏谷）埋立場

神山町 神山町環境センター最終処分場 大牟田市 大牟田市第三大浦谷埋立地

那賀町 那賀町最終処分場 久留米市 久留米市杉谷埋立地

松茂町 松茂町クリーンセンター 久留米市 久留米市高良内埋立地

板野町 板野町一般廃棄物最終処分場（大坂最終処分場） 飯塚市 飯塚市クリーンセンター埋立処分場

板野町 板野町一般廃棄物最終処分場（那東旧最終処分場） 柳川市 柳川市橋本不燃物処理場

つるぎ町 一宇黒松最終処分場 柳川市 柳川市大和干拓最終処分場

海部郡衛生処理事務組合 海部郡衛生処理事務組合第一灰処理場 宗像市 宗像市不燃物埋立処理場

美馬環境整備組合 長谷最終処分場 宗像市 宗像市大島一般廃棄物最終処分場

美馬環境整備組合 拝原最終処分場 太宰府市 太宰府市環境美化センター

美馬環境整備組合 拝原最終処分場 古賀市 古賀市不燃物埋立地

みよし広域連合 清掃センター・最終処分場 福津市 福津市不燃物処理場

香川県 嘉麻市 嘉麻市嘉麻クリーンセンター最終処分場

高松市 高松市一般廃棄物陶最終処分場第２処分地 みやま市 みやま市一般廃棄物埋立処分地施設

高松市 高松市南部クリーンセンター埋立処分地 糸島市 糸島市クリーンセンター埋立処分地施設

高松市 高松市南部一般廃棄物塩江最終処分場 糸島市 糸島清掃センター最終処分場

高松市 高松市香川一般廃棄物埋立処分場 宇美町 宇美町衛生センター最終処分場

高松市 高松市庵治最終処分場 新宮町 新宮町不燃物処理場

高松市 高松市一般廃棄物陶最終処分場第1処分地 香春町 香春町柿下ごみ埋立処分場

高松市 高松市一般廃棄物千疋処分地 築上町 一般廃棄物最終処分場

高松市 高松市一般廃棄物陶最終処分場第３処分地 玄界環境組合 古賀清掃工場最終処分場

丸亀市 丸亀市土器塩田埋立地 玄界環境組合 宗像清掃工場埋立処分地施設

丸亀市 飯山不燃物埋立地 宮若市外二町じん芥処理施設組合泉水最終処分場

坂出市 坂出環境センター 八女西部広域事務組合 八女西部広川最終処分場

観音寺市 観音寺市伊吹清掃センター埋立地 八女西部広域事務組合 八女西部立花最終処分場

観音寺市 大野原町一般廃棄物最終処分場 田川郡東部環境衛生施設組合田川郡東部じん芥処理センター最終処分場

さぬき市 志度町大串最終処分場 ふくおか県央環境施設組合 リサイクルセンター

さぬき市 大川町寒川町清掃組合筒野埋立地 豊前市外二町清掃施設組合 豊前市外二町清掃施設組合清掃センター埋立処分地

土庄町 土庄町一般廃棄物最終処分場 大野城太宰府環境施設組合 大野城環境処理センター新設最終処分場

土庄町 豊島一般廃棄物最終処分場 遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀・中間一般廃棄物最終処分場

小豆島町 徳本地区埋立処分地 春日大野城衛生施設組合 春日大野城一般廃棄物最終処分場

小豆島町 吉野廃棄物埋立処分地 田川地区清掃施設組合 田川市川崎町一般廃棄物最終処分場

三木町 三木町一般廃棄物最終処分場 福岡都市圏南部環境事業組合福岡都市圏南部最終処分場

直島町 直島町納言様埋立地 佐賀県

綾川町 綾川町一般廃棄物最終処分場 佐賀市 佐賀市廃棄物最終処分場

三観広域行政組合 三観広域行政組合埋立処分地施設 佐賀市 クリーンセンター大和

中讃広域行政事務組合 エコランド林ヶ谷 佐賀市 富士クリーンセンター

愛媛県 佐賀市 三瀬ごみ処分地

松山市 松山市横谷廃棄物センター 佐賀市 川副･東与賀清掃埋立処分地施設

松山市 松山市横谷埋立センター 唐津市 唐津市東山不燃物処理場

松山市 松山市大西谷埋立センター 唐津市 厳木町不燃物捨場

今治市 今治市一般廃棄物最終処分場 唐津市 相知町一般廃棄物処理施設（埋立処分場）

今治市 波方一般廃棄物最終処分場 唐津市 唐津市清掃センター

今治市 大島一般廃棄物最終処分場（泊） 伊万里市 伊万里市環境センター

宇和島市 宇和島市廃棄物最終処分場 有田町 有田町東不燃物捨場

宇和島市 蛇堀不燃物最終処分場 有田町 有田町西不燃物捨場

宇和島市 三間町是能不燃物処理場 有田町 クリーンパーク有田

八幡浜市 八幡浜市一般廃棄物最終処分場 杵藤地区広域市町村圏組合 杵藤クリーンセンター埋立処分地施設

新居浜市 新居浜市平尾谷不燃物埋立所 脊振共同塵芥処理組合 脊振広域クリーンセンター

新居浜市 新居浜市最終処分場(磯浦） 長崎県

新居浜市 新居浜市最終処分場(菊本) 長崎市 三京クリーンランド埋立処分場

西条市 西条市船屋一般廃棄物最終処分場 佐世保市 一般廃棄物最終処分場

西条市 西条市東予一般廃棄物最終処分場 佐世保市 宇久一般廃棄物最終処分場

西条市 西条市丹原一般廃棄物最終処分場 諫早市 諫早市廃棄物埋立処分場

西条市 西条市小松一般廃棄物最終処分場 諫早市 諫早市一般廃棄物最終処分場

西条市 西条市東部一般廃棄物最終処分場 大村市 大村市環境センター

大洲市 大洲市不燃物埋立地 平戸市 平戸市総合衛生センター不燃物埋立処分場

西予市 西予市惣川不燃物処理場 平戸市 生月町管理型最終処分場  
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・一般廃棄物最終処分場一覧⑨ 
市町村 施設名 市町村 施設名

平戸市 生月町安定型最終処分場 薩摩川内市 東郷町塵芥処分場

平戸市 田平町一般廃棄物最終処分場 薩摩川内市 入来町大内田最終処分場

平戸市 高崎埋立場 薩摩川内市 里最終処分場

平戸市 大島村しゃ断型最終処分場 薩摩川内市 上甑最終処分場

松浦市 松浦市一般廃棄物最終処分場 薩摩川内市 鹿島最終処分場

松浦市 鷹島環境センター一般廃棄物最終処分場 薩摩川内市 下甑手打地区処分場

対馬市 対馬市一般廃棄物最終処分場 薩摩川内市 下甑片野浦地区最終処分場

対馬市 対馬クリーンセンター 薩摩川内市 下甑瀬々野浦地区最終処分場

壱岐市 壱岐市勝本町クリーン＆リサイクルセンター（灰タンク） 薩摩川内市 下甑最終処分場

壱岐市 壱岐市芦辺町不燃物埋立地 薩摩川内市 上甑島クリーンセンター最終処分場

壱岐市 壱岐市石田町焼却灰等処分場 薩摩川内市 樋脇町湯之牟礼処理場

壱岐市 壱岐市クリーンセンター 日置市 日置市クリーン･リサイクルセンター

五島市 五島市福江一般廃棄物最終処分場 曽於市 大隅一般廃棄物最終処分場

五島市 五島市奈留一般廃棄物最終処分場 曽於市 財部一般廃棄物最終処分場

西海市 大瀬戸最終処分場 霧島市 霧島市敷根清掃センター一般廃棄物最終処分場

西海市 管峰埋立地 霧島市 霧島市一般廃棄物管理型最終処分場

西海市 平島埋立地 いちき串木野市 串木野一般廃棄物埋立処分場

西海市 江島埋立地 いちき串木野市 市来一般廃棄物最終処分場

西海市 西彼クリーンセンター いちき串木野市 いちき串木野市一般廃棄物最終処分場

小値賀町 小値賀町西目最終処分場 南さつま市 加世田最終処分場

新上五島町 上五島一般廃棄物最終処分場 南九州市 石垣ごみ処分場

新上五島町 新魚目一般廃棄物最終処分場 伊佐市 大口リサイクルプラザ

新上五島町 有川一般廃棄物最終処分場（安定型） 姶良市 小山田一般廃棄物最終処分場

新上五島町 有川一般廃棄物最終処分場（管理型） 姶良市 西別府一般廃棄物最終処分場

新上五島町 奈良尾一般廃棄物最終処分場（管理型） 姶良市 あいら最終処分場

新上五島町 上五島しゃ断型処分場 三島村 三島村アビ山最終処分場（竹島）

東彼地区保健福祉組合 東彼地区一般廃棄物埋立処分地施設 三島村 三島村坂元最終処分場（硫黄島）

東彼地区保健福祉組合 東彼地区一般廃棄物第２最終処分場 十島村 湯尻最終処分場（口之島）

島原地域広域市町村圏組合 島原地域広域市町村圏組合不燃性廃棄物最終処分場 十島村 高元最終処分場（中之島）

熊本県 十島村 オラノシタ最終処分場（平島）

熊本市 扇田環境センター（新埋立地） 十島村 中岳最終処分場（諏訪之瀬島）

熊本市 扇田環境センター（旧埋立地） 十島村 竹之下最終処分場（悪石島）

荒尾市 荒尾市一般廃棄物最終処分場 十島村 オオコウジ最終処分場（小宝島）

水俣市 水俣市岡山不燃物埋立処分地 十島村 サルカキ最終処分場（宝島）

菊池市 菊池市一般廃棄物最終処分場(暫定施設） さつま町 さつま町クリーンセンター

天草市 牛深一般廃棄物最終処分場 湧水町 湧水町栗野一般廃棄物最終処分場

天草市 御所浦一般廃棄物最終処分場 湧水町 湧水町吉松最終処分場

菊池環境保全組合 環境美化センター楽善埋立処分場 湧水町 湧水町吉松一般廃棄物最終処分場

御船町甲佐町衛生施設組合 御船町甲佐町衛生施設組合最終処分場 中種子町 中種子町松原山剪定木仮置き場

山鹿植木広域行政事務組合 山鹿植木広域行政事務組合最終処分場 南種子町 最終処分場

山鹿植木広域行政事務組合 山鹿植木広域行政事務組合最終処分場 南種子町 南種子町管理型最終処分場

八代生活環境事務組合 クリーンセンター（最終処分場） 屋久島町 屋久島町クリーンサポートセンター

阿蘇広域行政事務組合 中部最終処分場 与論町 与論町一般廃棄物最終処分場

人吉球磨広域行政組合 深田最終処分場 南薩地区衛生管理組合 知覧最終処分場

人吉球磨広域行政組合 人吉球磨クリーンプラザ（最終処分場） 南薩地区衛生管理組合 南さつまクリーンセンター

有明広域行政事務組合 第１最終処分場 指宿広域市町村圏組合 指宿広域市町村圏組合ごみ処理場最終処分場

有明広域行政事務組合 東部環境センター最終処分場 指宿広域市町村圏組合 指宿広域市町村圏組合管理型最終処分場

有明広域行政事務組合 第２最終処分場 大島地区衛生組合 名瀬クリーンセンター

宇城広域連合 松山最終処分場 沖永良部衛生管理組合 沖永良部クリーンセンター

宇城広域連合 栗崎最終処分場 北薩広域行政事務組合 北薩広域行政事務環境センター最終処分場

天草広域連合 新白洲一般廃棄物最終処分場 曽於南部厚生事務組合 曽於南部厚生事務組合清掃センター

大分県 種子島地区広域事務組合 種子島清掃センター

大分市 大分市福宗環境センター鬼崎埋立場 大隅肝属広域事務組合 肝属地区大根田最終処分場

大分市 大分市佐野清掃センター埋立場 大隅肝属広域事務組合 肝属地区鹿屋最終処分場

大分市 大分市関崎清浄園埋立処分場 徳之島愛ランド広域連合 徳之島愛ランドクリーンセンター

別府市 別府市南畑不燃物埋立場 沖縄県

中津市 中津市一般廃棄物埋立処分場 那覇市 旧最終処分場

日田市 日田市清掃センター最終処分場 石垣市 石垣市最終処分場

佐伯市 佐伯一般廃棄物最終処分場 名護市 名護市一般廃棄物最終処分場

佐伯市 蒲江一般廃棄物最終処分場 宮古島市 一般廃棄物最終処分場（野田処分場）

臼杵市 臼杵市不燃物処理センター 宮古島市 一般廃棄物最終処分場（川満処分場）

津久見市 津久見市最終処分場 恩納村 恩納村一般廃棄物最終処分場

竹田市 竹田市清掃センター 伊江村 伊江村Ｅ＆Ｃセンター

宇佐市 宇佐市不燃物処理場 渡嘉敷村 渡嘉敷村一般廃棄物最終処分場

国東市 国東市最終処分場 粟国村 粟国村一般廃棄物最終処分場

別杵速見地域広域市町村圏事務組合 藤ヶ谷清掃センター　埋立処分地施設 南大東村 南大東村エコ・センター

玖珠九重行政事務組合 玖珠清掃センター 北大東村 北大東村最終処分場

宮崎県 伊是名村 伊是名村ごみ処理施設

宮崎市 佐土原町一般廃棄物埋立処理場 久米島町 久米島町一般廃棄物最終処分場

宮崎市 宮崎市たらのき台不燃物埋立場 多良間村 一般廃棄物埋立処分施設

宮崎市 高岡町一般廃棄物最終処分場 竹富町 竹富町一般廃棄物最終処分場

宮崎市 田野町一般廃棄物最終処分場 与那国町 与那国町一般廃棄物最終処分場

宮崎市 清武町一般廃棄物最終処分場 倉浜衛生施設組合 倉浜衛生施設組合一般廃棄物最終処分場

都城市 都城市一般廃棄物最終処分場 本部町今帰仁村清掃施設組合一般廃棄物最終処分場

都城市 都城市高崎一般廃棄物最終処分場 国頭地区行政事務組合 やんばる美化センター（埋立処分地施設）

延岡市 延岡市川島埋立場 比謝川行政事務組合 一般廃棄物最終処分場

延岡市 延岡市北方最終処分場 那覇市・南風原町環境施設組合那覇エコアイランド

小林市 小林市一般廃棄物最終処分場

日向市 日向市不燃物最終処分場

日向市 日向市一般廃棄物最終処分場（第４期埋立地）

えびの市 えびの市一般廃棄物最終処分場

三股町 三股町一般廃棄物最終処分場（クリーンヒルみまた）

国富町 国富町一般廃棄物埋立処分場

綾町 綾町一般廃棄物最終処分場

高鍋町 高鍋町一般廃棄物最終処分場（染ヶ岡）

高鍋町 一般廃棄物最終処分場(中尾）

都農町 都農町大人形処理場

門川町 門川町不燃物処理場

日南串間広域不燃物処理組合 日南串間広域不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

西都児湯環境整備事務組合 西都児湯クリーンセンター一般廃棄物最終処分場

霧島美化センター事務組合 霧島美化センター事務組合一般廃棄物最終処分場

鹿児島県

鹿児島市 鹿児島市横井埋立処分場

指宿市 指宿市清掃センター安定型最終処分場

指宿市 山川ごみ処理場

指宿市 開聞ごみ処理場

垂水市 垂水市ごみ最終処分場

薩摩川内市 川内一般廃棄物最終処分場

薩摩川内市 川内クリーンセンター最終処分場  
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付録 2 予備アンケート調査票 

 

滋賀県立大学大学院 環境科学研究科 環境計画専攻  

金谷研究室 1 回生 北川大貴 

TEL：090-2014-7357 

E-mail：oh52dkitagawa@ec.usp.ac.jp 

 

■ご教示していただくにあたって 

1．ご回答は、特に断りのない場合にはあてはまる選択肢を一つだけ□または○でお囲みく

ださい。 

2．質問によっては「その他（ ）」や自由記述などがありますが、具体的な内容について

ご教示ください。  

3．なお、このアンケート票に関してご質問等がございましたら、上記の金谷研究室の北川

まで、お電話・FAX またはE-Mail にてご連絡いただきますようお願い致します。  

4．関連する資料がございます場合、添付いただけると幸いです。  

5．回答する施設が複数の場合は、お手数ですが、当ファイルをコピーして、それぞれの回 

 答をお願いします。 

 

ご教示いただきます貴方様の  

お名前 （          ）  

都道府県及び市町村名及び （              ）  

ご担当部署 （                   ）  

施設名 （               ） 

お電話番号 （                    ）  

FAX （                  ）  

メールアドレス（                ）  

 

 

なお、アンケートにご協力いただいた市町村の方のうち、調査結果の送付を希望される市

の方には修士論文完成後(平成31年3 月初旬)に、修士論文の要旨を送付させていただきます。  

修士論文要旨の送付を希望されますか。  

1．希望する（ 郵送 ・ メール添付 ：どちらかに□）  

2．希望しない 

 

 

 

mailto:oh52dkitagawa@ec.usp.ac.jp
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問 1：最終処分場の埋立物毎の割合はどのようになっていますか 

埋立物 割合（％） 

1.焼却残渣    

2.不燃ごみ  

3.可燃ごみ  

4.混合ごみ  

5.粗大ごみ  

6.破砕ごみ  

7.溶融飛灰  

8.溶融スラグ  

9.その他 （              

 

                   ） 

10.合計  

 

問 2：最終処分場の建設費はおいくらでしたか 

 

 

 

問 3：最終処分場と住民の方との約束事はありますか 

選択肢 備考記入欄 

1.特になにもない   

2.埋立期間が決まっている  

3.埋立容量が決まっている  

4. その他  

 

問 4：最終処分場の再生事業を実施していますか 

  1．はい   2．いいえ    

3．その他(                              ) 

 

 

 

 

 

→以下の問 5～8 は、問 4 で 2.いいえ 又は 3.その他にお答えいただいた方に

お聞きいたします。問 4 で 1.はいを選ばれた方は問 9 へお進みください。 
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問 5：最終処分場の再生事業の実施予定はありますか 

  1．はい   2．いいえ    

3．その他(                              ) 

 

問 6：最終処分場の再生事業に興味はありますか 

  1．はい   2．いいえ    

3．その他(                              ) 

 

問 7：最終処分場の再生事業に循環型社会形成交付金がおりることはご存知ですか 

  1．はい   2．いいえ    

3．その他(                              ) 

 

問 8：最終処分場の再生事業を実施しない理由として当てはまるものをお選びください 

   （複数回答可） 

選択肢 備考記入欄 

1.再生事業費用が確保できない    

2.再生事業の効果がわからない  

3.中間処理施設などのスペースがない  

4. 住民との決め事があり、埋立期間を延

長することができない 

 

5.経済的に見合っていない  

6.その他  

 

 

 

 

 

問 9：最終処分場の再生事業を実施した理由は何ですか 

 

 

 

問 10：最終処分場の再生事業の開始前に実施したことはありますか 

 

 

 

→以下の問 9 からは、再生事業を実施した対象地のみに質問致します。再生事業

を実施していない対象地は問 24 へお進みください。 
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問 11：最終処分場の再生事業費の初期費用はおいくらでしたか 

項目 金額記入欄 

1.事前調査費用 ○○円 

2.選別施設機器費用  

3.焼却機器費用  

4.溶融機器費用 ○○円 

5.事務所設置費用  

6.工事機器費用  

7.その他  

 

問 12：再生事業は何年間実施されましたか（施設設置期間、事前調査期間などは除く） 

項目 年数記入欄 

実施年数  

 

問 13：最終処分場の再生事業費の維持費用はおいくらですか 

項目 金額記入欄 

1.掘り起し費用  

2.埋め戻し費用  

3.焼却費  

4.溶融費  

5.人件費  

6.輸送費  

7.その他  

 

問 14：最終処分場の埋立容量についてご記入ください 

項目 面積記入欄 

1.埋立容量（覆土を含む）  

2.埋立容量（覆土を含まない）  

 

問 15：最終処分場の埋立容量において再生事業の対象となった処理量についてご記入くだ

さい 

項目 面積（㎥）記入欄 

再生事業処理量  
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問 16：再生事業後の埋め戻し量についてご記入ください 

項目 面積（㎥）記入欄 

埋め戻し量  

 

問 17：再生事業を実施する際の課題点があればご記入ください 

 

 

 

問 18：再生事業を実施してから（実施中でも可）の課題点があればご記入ください 

 

 

 

問 19：最終処分場の再生事業により埋立地容量、残余年数はどのように変化しましたか 

項目 数値記入欄 

1.埋立地容量  

2.残余年数  

 

問 20：掘り起こし物の処理・一時保管のスペースはどの程度（㎥）確保されていますか 

項目 面積（㎥）記入欄 

処理・一時保管スペース  

 

問 21：問 20 の処理・一時保管スペースの場所はどこにありますか 

項目 備考記入欄 

1.最終処分場敷地内  

2.最終処分場敷地外  

3.その他  

 

問 22：再生事業における掘削物の処理方法はどういった方法ですか 

項目 備考記入欄 

1.ガス化溶融処理  

2.焼却処理＋灰溶融  

3.焼却処理のみ  

4.その他  
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問 23：掘削物の処理施設と最終処分場との距離はどの程度ですか 

項目 備考記入欄 

1. 最終処分場敷地内  

2. 500ｍ以下  

3. 500ｍ～3 ㎞  

4. 3 ㎞～5 ㎞  

5. その他  

 

問 24：ヒアリング調査へのご協力についてのご回答をお願いします 

項目 備考記入欄 

1.訪問によるヒアリング調査は可能  

2.電話によるヒアリング調査は可能  

3.共にヒアリング調査は可能  

4.ヒアリング調査は不可  

5.その他  

 

問 25：今後、北川が修士論文で「一般廃棄物最終処分場再生事業による埋立容量増加量の

実施可能レベル別推計」について研究していく上で、「こうした点を調査研究すべき、ある

いは調査研究するとおもしろい」とお考えの点がございましたら、是非ご教示いただけれ

ば幸いです 
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付録 3 再生事業未実施対象地への本アンケート調査票 

 

自治体ご担当者様へ 

 

一般廃棄物最終処分場再生事業についてのご教示のお願い 

 

滋賀県立大学院 環境科学研究科 環境計画学専攻 博士前期課程 2 回生（金谷研究室）

の北川大貴と申します。昨年の予備アンケートへのご協力ありがとうございました。私は

現在、「一般廃棄物最終処分場再生事業による埋立容量増加量の推計」というテーマで修士

論文の研究を進めております。 

貴市では、現在、一般廃棄物最終処分場の再生事業を実施されていないとお聞きしまし

た。予備アンケート結果から、貴市のように、再生事業を実施されていない事例は他にも

多く見受けられました。そこで、今回、予備アンケート結果を基に、もし貴市の処分場で

再生事業を実施された場合の埋立容量増加量を、いくつかの条件の下で、試算させていた

だきました。その試算結果を提示させていただいた上での、最終処分場再生事業への貴市

のご意向等を詳しくご教示いただければありがたく、本アンケートを送信させていただき

ました。 

ご多忙中のところ大変恐縮ではございますが、アンケートにご協力いただければありが

たく存じます。  

なお、このアンケートは、ご教示可能な範囲で結構ですので、この用紙にご回答いただ

き、○月○日(○)までに返信していただければ幸いです。 

また、アンケートの内容が、担当しておられる内容でない場合、お手数ですが担当され

ておられる課、もしくは担当者の方へこのアンケート票をご転送していただければ幸いで

す。 

ご教示いただきました情報については、厳重に管理し、用済み後は確実に消去（及び廃

棄）いたしますのでご安心ください。  

どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

滋賀県立大学大学院 環境科学研究科 環境計画学専攻  

金谷研究室 2 回生 北川大貴 

TEL：090-2014-7357 

E-mail：oh52dkitagawa@ec.usp.ac.jp 

 

＜なお、以下は指導教員からのお願い文です。＞ 

 北川の指導教員の、滋賀県立大学環境科学部環境政策・計画学科 教授 金谷健と申し

ます。このたびは、大変ご面倒なお願いをさせていただき、申し訳ございません。 
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 差し支えのない範囲で結構ですので、ご教授いただければありがたく存じます。 

 どうか、宜しくお願い致します。 

 なお、当研究室の研究内容等は、下記サイトをご参照頂ければ幸いに存じます。 

   金谷研究室 HP http://kanayaken.web.fc2.com/ 

 

 

■ご教示していただくにあたって 

1．3p~5pにこれまでの調査結果を掲載しています。質問の回答に活用してください。 

2．ご回答は、特に断りのない場合にはあてはまる選択肢を一つだけ□または○でお囲みく

ださい。 

3．質問によっては「その他（ ）」や自由記述などがありますが、具体的な内容について

ご教示ください。  

4．なお、このアンケート票に関してご質問等がございましたら、上記の金谷研究室の北川

まで、お電話・FAX またはE-Mail にてご連絡いただきますようお願い致します。  

5．関連する資料がございます場合、添付いただけると幸いです。  

6．回答する施設が複数の場合は、お手数ですが、当ファイルをコピーして、それぞれの回

答をお願いします。 

 

ご教示いただきます貴方様の  

お名前 （     ）  

都道府県及び市町村名（             ）  

ご担当部署 （                  ）  

施設名 （               ） 

お電話番号 （                  ）  

FAX （                  ）  

メールアドレス（             ）  

＊予備アンケートで記入済みの方は、電話番号、FAX、メールアドレスは省略可です。 

 

なお、アンケートにご協力いただいた市町村の方のうち、調査結果の送付を希望される市

の方には修士論文完成後(平成31年3 月初旬)に、修士論文の要旨を送付させていただきます。  

修士論文要旨の送付を希望されますか。  

1．希望する（ 郵送 ・ メール添付 ：どちらかに□）  

2．希望しない 
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＜これまでの調査結果＞ 

■再生事業を実施した場合の推定減容化可能量の試算について 

各容量の定義付けについて 

7

各容量の定義付けについて

（１）再生事業を実施した際の埋立容量増加量推計

A
全体容量
（覆土除く）

A

B：残余容量

AーB：埋立済
容量

再生事業
実施後

A

C：埋立可能
容量

AーC：埋立済
容量

・埋立容量増加量：C-B
・Aに対する増加量割合：(C-B)/A
・A-Bに対する増加量割合：(C-B)/(A-B)
・Bに対する増加量割合：(C-B)/B

 

 

溶融処理による再生事業を実施した際の減容化率について 

焼却残渣：5/12 

不燃ごみ：1/8 

可燃ごみ：1/40 

混合ごみ：1/60 

粗大ごみ：1/60 

破砕ごみ：1/60 

＊上記の数値は、複数のプラントメーカーの減容化率を平均化したものです 
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貴市が溶融処理による再生事業を実施した場合の予測値 

大館市 大館市堤沢埋立最終処分場 

全体容積（A）：710,000 ㎥（2015 年度環境省データ） 

残余容量（B）：144,000 ㎥（2015 年度環境省データ） 

埋立済容量（A-B）：566,000 ㎥（2015 年度環境省データ） 

埋立組成：不燃ごみ 86% 粗大ごみ 14% 

再生事業実施後の埋立済容量（A-C）：62,166 ㎥ 

再生事業実施後の埋立可能容量（C）：647,834 ㎥ 

再生事業による埋立容量増加量（C-B）：503,834 ㎥ 

全体容積（A）に対する再生事業による増加量割合（C-B）/A：9% 

埋立済容量（A-B）に対する再生事業による増加量割合（C-B）/（A-B）：11% 

残余容量（B）に対する再生事業による増加量割合（C-B）/B：43% 

 

■再生事業費用と新規最終処分場建設費用について 

1 ㎥当たりの再生事業費用ついて 

昨年実施した予備アンケート調査において、再生事業を実施した対象地に対し再生事

業費用について質問をした結果を基に 1 ㎥当たりの再生事業費用を算出しました。 

 

溶融処理による再生事業：55,291 円/㎥（7 件の実施事例を基に平均数値を算出） 

 

1 ㎥当たりの新規最終処分場建設費用ついて 

昨年実施した予備アンケート調査において、対象地に対し最終処分場の建設費用を質

問しました。該当する最終処分場の全体容積を環境省 HP のデータを用いた上で、1 ㎥

当たりの新規最終処分場建設費用を算出しました。 

 

新規最終処分場の建設費の 1 ㎥当たりの費用平均：23199 円/㎥（287 件の平均費用） 
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■再生事業実施済対象地の分類わけについて 

 再生事業実施対象地 7 件を分類わけについて 

a 仙南地域広域行政事務組合（溶融処理　溶融炉新設）

b 高砂市（既存溶融炉あり）

西南濃粗大廃棄物処理組合（溶融委託）

豊橋市（溶融委託）

紀北町（溶融委託）

周南東部環境施設組合（溶融委託）

指宿広域市町村圏組合（溶融委託）

薩摩川内市（溶融委託）

c

 

 

 a：溶融処理施設を再生事業のために新設する 

 b：既存の溶融処理施設があり再生事業に使用する 

 c：溶融処理を他の施設に委託する 

 

■再生事業実施対象地における地域住民からの意見について 

再生事業実施済みの対象地域から予備アンケート調査において地域住民への説明方法、

説明頻度、住民からの意見などを把握しました。 

説明の実施の有無：80%（4/5）が実施 

説明方法：再生事業実施前の説明会、自治体の広報により説明、などにより実施 

説明回数：説明会は 1 回のみではなく、すべての対象地が複数回実施 

住民からの意見：すべての対象地において賛成意見の方が多い結果となった 

意見内容（一部抜粋）：賛成意見→最終処分場の新設する場所がないため 

                協力金、補助金などが多額出るため 

            反対意見→事業の金額が高すぎる 
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＜アンケート質問項目＞ 

問 1：これまでの調査結果を踏まえた上で、最終処分場の再生事業の実施の可能性はありま

すか。 

1．はい   2．いいえ    

3．その他(                              ) 

 

→問 1 において 1.はい と回答された方は問 2、問 3 へお進みください。問 1 において 2.

いいえ 3.その他 と回答された方は問 4、問 5 へお進みください。 

 

問 2：問 1 において実施の可能性がある場合、5p の a・b・c のいずれに分類されることにな

りますか。 

1．a   2．b  3.c    

4．その他(                              ) 

 

問 3：問 1 の回答理由について教えてください。 

選択肢 備考記入欄 

1.再生事業による埋立容量増加量が多いた

め 

 

2.最終処分場新設よりも再生事業の費用対

効果が高いため 

 

3.周辺住民からの反対意見が少なそうなた

め 

 

4.その他  

 

 

問 4：問 1 の回答理由について教えてください。 

選択肢 備考記入欄 

1.再生事業を実施する必要がないため  

2.新規最終処分場の建設が決定しているた

め 

 

3.広域組合による処理を進めるため  

4.その他  
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問 5：再生事業を実施した対象地に対して、質問や調査しておけば今後役立つようなことが

あれば自由にご記入ください。 

 

 

 

 

質問は以上です。お忙しい中、ご教示いただきありがとうございました。 
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付録 4 溶融処理による再生事業実施対象地への本アンケート調査票 

 

滋賀県立大学大学院 環境科学研究科 環境計画学専攻  

金谷研究室 2 回生 北川大貴 

TEL：090-2014-7357 

FAX：0749-28-8349 

E-mail：oh52dkitagawa@ec.usp.ac.jp 

一般廃棄物最終処分場再生事業についてのご教示のお願い 

 

滋賀県立大学院 環境科学研究科 環境計画学専攻 金谷研究室 2 回生の北川大貴と申

します。昨年の予備アンケートへのご協力ありがとうございました。私は現在、「一般廃棄

物最終処分場再生事業による埋立容量増加量の推計」というテーマで修士論文の研究を進

めております。 

貴市では、現在、一般廃棄物最終処分場の再生事業を実施されていないとお聞きしまし

た。予備アンケート結果から、貴市のように、再生事業を実施されていない事例は他にも

多く見受けられました。そこで、今回、予備アンケート結果を基に、もし貴市の処分場で

再生事業を実施された場合の埋立容量増加量を、いくつかの条件の下で、試算させていた

だきました。その試算結果を提示させていただいた上での、最終処分場再生事業への貴市

のご意向等を詳しくご教示いただければありがたく、本アンケートを送信させていただき

ました。 

ご多忙中のところ大変恐縮ではございますが、アンケートにご協力いただければありが

たく存じます。  

なお、このアンケートは、ご教示可能な範囲で結構ですので、この用紙にご回答いただ

き、○月○日(○)までに返信していただければ幸いです。 

また、アンケートの内容が、担当しておられる内容でない場合、お手数ですが担当され

ておられる課、もしくは担当者の方へこのアンケート票をご転送していただければ幸いで

す。 

ご教示いただきました情報については、厳重に管理し、用済み後は確実に消去（及び廃

棄）いたしますのでご安心ください。  

どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

＜なお、以下は指導教員からのお願い文です。＞ 

 北川の指導教員の、滋賀県立大学環境科学部環境政策・計画学科 教授 金谷健と申し

ます。このたびは、大変ご面倒なお願いをさせていただき、申し訳ございません。 

 差し支えのない範囲で結構ですので、ご教授いただければありがたく存じます。 

 どうか、宜しくお願い致します。 

mailto:oh52dkitagawa@ec.usp.ac.jp
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 なお、当研究室の研究内容等は、下記サイトをご参照頂ければ幸いに存じます。 

   金谷研究室 HP http://kanayaken.web.fc2.com/ 

 

 

■ご教示していただくにあたって 

1．ご回答は、特に断りのない場合にはあてはまる選択肢を一つだけ□または○でお囲みく

ださい。 

2．質問によっては「その他（ ）」や自由記述などがありますが、具体的な内容について

ご教示ください。  

3．なお、このアンケート票に関してご質問等がございましたら、上記の金谷研究室の北川

まで、お電話・FAX またはE-Mail にてご連絡いただきますようお願い致します。  

4．関連する資料がございます場合、添付いただけると幸いです。  

5．回答する施設が複数の場合は、お手数ですが、当ファイルをコピーして、それぞれの回

答をお願いします。 

 

 

ご教示いただきます貴方様の  

お名前 （          ）  

都道府県及び市町村名（              ）  

ご担当部署 （                   ）  

施設名 （               ） 

お電話番号 （                    ）  

FAX （                  ）  

メールアドレス（                ）  

＊予備アンケートで記入済みの方は、電話番号、FAX、メールアドレスは省略可 
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問 1：再生事業を実施する際、住民の方への説明を実施されましたか。 

1．はい   2．いいえ    

3．その他(                              ) 

 

→以下の問 2、問 3、問 4、問 5 は、問 1 において住民への説明を実施された対象地のみに

質問致します。問 1 において住民への説明を実施されておられない対象地は問 6 へお進み

ください。 

 

問 2：住民の方への説明はどのような方法で実施されましたか。（複数回答可） 

選択肢 備考記入欄 

1.説明会を実施  

2.自治体の広報により実施  

3.自治体が作成した書類により実施  

4.その他  

 

問 3：住民への説明会、広報や書類での説明は何回実施されましたか。 

  実施なし 1 回のみ 2~5 回程度 5 回以上 その他 

説明会           

広報           

書類           

その他           

 

問 4：住民への説明を実施後、賛成と反対の意見はどちらが多い結果となりましたか。 

選択肢 備考記入欄 

1.賛成意見の方が多かった  

2.反対意見の方が多かった  

3.賛成・反対の意見は同程度  

4.不明  

5.その他  

 

 

問 5：住民へ説明を実施後、地元住民からの意見はどのようなものがありましたか。 
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問 6：最終処分場の新設ではなく、再生事業を実施された理由は何ですか。 

 

 

 

問 7：再生事業を発案された方は、どういった方ですか。 

選択肢 備考記入欄 

1.学識経験者  

2.自治体の担当者  

3.廃棄物関連業者  

4.圧縮機器業者  

5.ゼネコン、プラントメーカーなど  

6.住民  

7.その他  

 

問 8：再生事業を発案されてからの事業のプロセスの進行について教えてください。 

 

 

 

問 9：再生事業において焼却処理や溶融処理による方法を用いた理由は何ですか。 

 

 

 

 

ご教示、ありがとうございました。 
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付録 5 圧縮処理による再生事業実施対象地への本アンケート調査票 

 

滋賀県立大学大学院 環境科学研究科 環境計画学専攻  

金谷研究室 2 回生 北川大貴 

TEL：090-2014-7357 

E-mail：oh52dkitagawa@ec.usp.ac.jp 

 

一般廃棄物最終処分場再生事業についてのご教示のお願い 

 

滋賀県立大学院 環境科学研究科 環境計画学専攻 金谷研究室 2 回生の北川大貴と申

します。昨年の予備アンケートへのご協力ありがとうございました。私は現在、「一般廃棄

物最終処分場再生事業による埋立容量増加量の推計」というテーマで修士論文の研究を進

めております。 

横浜市では、圧縮機器による再生事業を実施されているとお聞きしました。予備アンケ

ート結果から、横浜市のように、圧縮機器による再生事業を実施されておられる事例は他

にはありませんでした。そこで、今回、圧縮機器による再生事業について詳しくお聞きし

たいと思い、本アンケートを送信させていただきました。 

ご多忙中のところ大変恐縮ではございますが、アンケートにご協力いただければありが

たく存じます。  

なお、このアンケートは、ご教示可能な範囲で結構ですので、この用紙にご回答いただ

き、○月○日(○)までに返信していただければ幸いです。 

また、アンケートの内容が、担当しておられる内容でない場合、お手数ですが担当され

ておられる課、もしくは担当者の方へこのアンケート票をご転送していただければ幸いで

す。 

ご教示いただきました情報については、厳重に管理し、用済み後は確実に消去（及び廃

棄）いたしますのでご安心ください。  

どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

＜なお、以下は指導教員からのお願い文です。＞ 

 北川の指導教員の、滋賀県立大学環境科学部環境政策・計画学科 教授 金谷健と申し

ます。このたびは、大変ご面倒なお願いをさせていただき、申し訳ございません。 

 差し支えのない範囲で結構ですので、ご教授いただければありがたく存じます。 

 どうか、宜しくお願い致します。 

 なお、当研究室の研究内容等は、下記サイトをご参照頂ければ幸いに存じます。 

   金谷研究室 HP http://kanayaken.web.fc2.com/ 

 

mailto:oh52dkitagawa@ec.usp.ac.jp
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■ご教示していただくにあたって 

1．ご回答は、特に断りのない場合にはあてはまる選択肢を一つだけ□または○でお囲みく

ださい。 

2．質問によっては「その他（ ）」や自由記述などがありますが、具体的な内容について

ご教示ください。  

3．なお、このアンケート票に関してご質問等がございましたら、上記の金谷研究室の北川

まで、お電話・FAX またはE-Mail にてご連絡いただきますようお願い致します。  

4．関連する資料がございます場合、添付いただけると幸いです。  

5．回答する施設が複数の場合は、お手数ですが、当ファイルをコピーして、それぞれの回

答をお願いします。 

 

ご教示いただきます貴方様の  

お名前 （          ）  

都道府県及び市町村名（              ）  

ご担当部署 （                   ）  

施設名 （               ） 

お電話番号 （                    ）  

FAX （                  ）  

メールアドレス（                ）  

＊予備アンケートで記入済みの方は、電話番号、FAX、メールアドレスは省略可 
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問 1：圧縮処理による埋立物毎のおおよその減容化率を、可能な範囲で結構ですので、教 

えていただけますか。 

埋立物 減容化率（％） 

1.焼却残渣    

2.不燃ごみ  

3.可燃ごみ  

4.混合ごみ  

5.粗大ごみ  

6.破砕ごみ  

7.溶融飛灰  

8.溶融スラグ  

9.その他 （              

 

                   ） 

10.全体として  

 

問 2：再生事業を発案された方は、どういった方ですか。 

選択肢 備考記入欄 

1.学識経験者  

2.自治体の担当者  

3.廃棄物関連業者  

4.圧縮機器業者  

5.ゼネコン、プラントメーカーなど  

6.住民  

7.その他  

 

問 3：再生事業を発案されてからの事業のプロセスの進行について教えてください。 
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問 4：再生事業を実施する際、地元住民の方への説明を実施されたかと思いますが、説明は

どのような方法で実施されましたか。 

選択肢 備考記入欄 

1.説明はしていない  

2.説明会を実施  

3.広報や書類での説明  

4. その他  

 

 

→以下の問 5、問 6、問 7 は、問 4 において地元住民への説明を実施された対象地のみに質

問致します。問 4 において地元住民への説明を実施されておられない対象地は問 8 へお進

みください。 

 

問 5：地元住民への説明会、広報や書類での説明は何回実施されましたか。 

選択肢 備考記入欄 

1. 1 回のみ  

2. 2～5 回程度  

3. 5 回以上  

4.  その他  

 

問 6：地元住民へ説明を実施後、賛成と反対の意見はどちらが多い結果となりましたか。 

選択肢 備考記入欄 

1.賛成意見の方が多かった  

2.反対意見の方が多かった  

3.賛成・反対の意見は同程度  

4. その他  

 

問 7：地元住民へ説明を実施後、地元住民からの意見はどのようなものがありましたか。 

 

 

 

問 8：最終処分場の新設ではなく、再生事業を実施された理由は何ですか。 
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問 9：圧縮処理における施工機械の費用（購入費用やレンタル費用など）はおいくらでし 

たか。 

 

 

 

問 10：圧縮処理を実施する際、掘削場所は、どのようにして選定されたのですか。 

選択肢 備考記入欄 

1.特になにもない   

2.独自の選定方法があった  

3.専門家などの意見を参考にした  

4. その他  

 

問 11：圧縮処理の際、直径 900mm の特殊貫入体を回転・圧入をされていますが、どれほど

の深さまで掘削をされていたのですか。 

 

 

 

問 12：圧縮処理の際、掘削場所として何ヶ所を掘削されたのですか。 

選択肢 備考記入欄 

1. 1 ヶ所のみ  

2. 2 ヶ所～10 ヶ所  

2. 10 ヶ所以上  

4. その他  

 

問 13：再生事業において、溶融処理を実施する対象地が多い中、圧縮処理による再生事業 

を実施された理由は何ですか。 

 

 

 

問 14：再生事業の実施年度を教えてください。 
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問 15：今後も、再生事業を引き続き実施していく予定ですか 

1．はい   2．いいえ    

3．その他(                              ) 

 

問 16：問 15 におけるご回答の理由は何ですか 

 

 

 

問 17：先日の予備アンケートで、再生事業開始前に実施したこととして、「工法の調査」と 

ご回答頂きましたが、具体的にどのような調査をされたのですか 

 

 

 

問 18：先日の予備アンケートで、再生事業開始前に実施したこととして、「再生事業実施中 

の他処分場の視察」とご回答頂きましたが、再生事業実施中は一般の廃棄物は他処

分 

場に委託していたのですか 

1．はい   2．いいえ    

3．その他(                              ) 

 

 

ご教示、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


