
 

15期事業計画の概要 

令和2年6月1日 

 １．事業の全体計画 

  （主たる業務内容）  産業廃棄物収集運搬業務、廃棄物処理アドバイス 

             再生資源卸売業、機密書類処理、古物商 

廃棄物のリユース、リサイクル処理を積極的に策定し、社会の期待・お客様の期待・社員の期待 

に応える事業を展開する。 

具体的には、岡山県及び広島県内において廃棄物の再資源化、産業廃棄物収集運搬業務を行う。 

２．収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量等 

  産業廃棄物 
の 種 類 

運搬量 性 状 予定排出エリア 
積 替 え 又 は 保 
管 場 所 の 所 在 地           

処分場の名称及び所在地 
並 び に 処 理 方 法 

１ 汚泥 0.5ｔ/月 粉状､泥状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

内田工業(株) 
倉敷市松江三丁目2番46号 
混合調整 

２ 廃油 0.5ｔ/月 液状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

公協産業(株)  
岡山市東区沼2088番地1外43筆 
混合調整 

３ 廃酸 0.5ｔ/月 液状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

公協産業(株)  
岡山市東区沼2088番地1外43筆 
中和 

４ 廃アルカリ 0.5ｔ/月 液状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

公協産業(株)  
岡山市東区沼2088番地1外43筆 
中和 

５ 廃プラスチック類 2ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(財)岡山県環境保全事業団  
倉敷市水島川崎通1丁目14番1及び17

番の地先公有水面 

焼却、埋立 

 廃プラスチック類 0.5ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

タマタイ産業(株) 
岡山市北区御津下田450 
破砕 

 廃プラスチック類 3ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

平林金属(株) 
岡山市中区新築港1番14外2筆 
破砕､切断 

 廃プラスチック類 10ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(株)インテックス 
岡山市南区藤田字都1438番8 
破砕､切断 

 廃プラスチック類 3ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(株)フルカワ商事 
倉敷市水島北亀島町1903番2 
圧縮､切断､破砕 

６ 紙くず 10ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市南区妹尾字池田
2594番1 

(株)ミムラ 
岡山市北区北長瀬本町685番1の一部 

破砕、圧縮 

７ 木くず 10ｔ/月 固形状 岡山県内 岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

タマタイ産業(株) 
岡山市北区御津下田450 
破砕、堆肥化 

 木くず 1ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

平林金属(株) 
岡山市中区新築港1番14外2筆 
破砕､切断 

 木くず 1ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(株)インテックス 
岡山市南区藤田字都1438番8 
破砕 

 木くず 1ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(株)フルカワ商事 
倉敷市水島北亀島町1903番2 
切断､破砕 

８ 繊維くず 5ｔ/月 固形状 岡山県内 岡山市南区妹尾字池田
2594番1 

(株)フルカワ商事 
倉敷市水島北亀島町1903番2 
圧縮､切断､破砕 



９ 動植物性残渣 5ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(株)オーガニック 
加賀郡吉備中央町上加茂1791 

番地の1 他6筆 

バーグ堆肥の製造､堆肥化 

10 ゴムくず 1ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(株)フルカワ商事 
倉敷市水島北亀島町1903番2 
圧縮､切断､破砕 

11 金属くず 30ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

新明産業（株） 
岡山市南区藤田2111番2他1筆 
選別､切断 

 金属くず 10ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

平林金属(株) 
岡山市中区新築港1番14外2筆 
選別､破砕､切断 

 金属くず 1ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(株)インテックス 
岡山市南区藤田字都1438番8 
切断 

 金属くず 1ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(株)フルカワ商事 
倉敷市水島北亀島町1903番2 
選別､破砕､切断 

12 
ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄ
くず･陶磁器くず 

2ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(財)岡山県環境保全事業団  
倉敷市水島川崎通1丁目14番1及び17

番の地先公有水面 

埋立 

 
ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄ
くず･陶磁器くず 

1ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

平林金属(株) 
岡山市中区新築港1番14外2筆 
選別､破砕､切断 

 
ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄ
くず･陶磁器くず 1ｔ/月 固形状 岡山県内 

岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

新明産業（株） 
岡山市南区藤田2111番2他1筆 
切断 

 
ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄ
くず･陶磁器くず 

1ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(株)インテックス 
岡山市南区藤田字都1438番8 
切断 

 
ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄ
くず･陶磁器くず 

1ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(株)フルカワ商事 
倉敷市水島北亀島町1903番2 
破砕､切断 

13 がれき類 5ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(財)岡山県環境保全事業団  
倉敷市水島川崎通1丁目14番1及び17

番の地先公有水面 

埋立 

 がれき類 1ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

平林金属(株) 
岡山市中区新築港1番14外2筆 
選別､破砕､切断 

 がれき類 1ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(株)フルカワ商事 
倉敷市水島北亀島町1903番2 
破砕､切断 

１4 石綿含有物 1ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(財)岡山県環境保全事業団  
倉敷市水島川崎通1丁目14番1及び17

番の地先公有水面 

埋立 

１5 水銀使用製品 1ｔ/月 固形状 岡山県内 
岡山市北区中撫川字法
万寺393番1 

(株)こっこー 

倉敷市中島1224番1号 
破砕 

       

       

 


