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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

1　改定事項
［1］株式会社ニシムラ五日市第5工場
　　　受入中止
［2］有限会社サンスイ開発建設発生土受入地
　　　受入中止
［3］三次建設業協同組合長田第4残土処分場
　　　受入中止
［4］株式会社日本環境保全サービス伴北建設発生土埋立地
　　　施設名及び受入可能土質の変更

2　留意事項
・災害発生土を搬入する場合，詳細な受入条件については，受入前に必ず確認すること

　 （令和4年5月改定）
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,000 月曜日～土曜日

粘性土 2,000 8:30～17:00

(34.454932,132.535338) 岩塊・玉石交じり土 2,000

082-231-6133 破砕岩（軟岩） 2,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,000 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日

粘性土 3,000 8:00～17:00

(34.435877,132.542981) 岩塊・玉石交じり土 3,000

090-3743-7000 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm

受入地（一時堆積） 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,300 月曜日～土曜日

粘性土 3,300 8:00～17:00

(34.348189,132.449708) 岩塊・玉石交じり土 3,300

082-250-5025 破砕岩（軟岩） 3,300 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,300 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,910 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.512978,132.496728) 岩塊・玉石交じり土 2,910 道路路体盛土 ○

082-873-3457 破砕岩（軟岩） 4,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 5,000 50cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:30～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.505525,132.507521) 岩塊・玉石交じり土 3,250 道路路体盛土 ○

082-838-3355 破砕岩（軟岩） 3,550 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,750 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,800 月曜日～土曜日

粘性土 - 8:00～17:00

(34.414099,132.413071) 岩塊・玉石交じり土 2,800

082-293-0124 破砕岩（軟岩） 2,800 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,800 30cm

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

株式会社丸兼産業馬木埋立処
分場

広島市東区馬木町字カラ金山11235-
1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

株式会社パズルハウス福田土
砂埋立処分場

広島市東区福田町字厚朴718-1

表土 ○

土曜日は16:00迄
泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

タイヘイ八木リサイクル場 広島市安佐南区八木町字馬渕128-4

表土 ○

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土，
シルト分20％以下，含水量
20％以下

肥土 ×

500

株式会社ミヤケン仮置場（洋
伸建設株式会社仮置場）

広島市南区出島2-37

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ×

-

株式会社福永建設工業己斐土
砂埋立処分場

広島市西区己斐上3-986-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土，
粘性土不可

肥土 ×

-

有限会社水野砂利八木再資源
化施設

広島市安佐南区八木町西真蒲355

表土 ○

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

600
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,600 月曜日～土曜日

粘性土 2,600 9:00～16:30

(34.481792,132.402428) 岩塊・玉石交じり土 2,600

090-4801-8600 破砕岩（軟岩） 2,600 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,600 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:00～16:30

(34.479994,132.407111) 岩塊・玉石交じり土 2,500

082-838-3950 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:30～17:00

(34.457844,132.354462) 岩塊・玉石交じり土 2,500

082-838-3355 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:30～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.457844,132.354462) 岩塊・玉石交じり土 - 道路路体盛土 ○

082-838-3355 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,200 月曜日～金曜日

粘性土 3,200 8:30～16:30

(34.430537,132.429496) 岩塊・玉石交じり土 3,200

082-875-3311 破砕岩（軟岩） 3,200 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,200 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,400 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,000 8:30～16:30 土木構造物の裏込 ○

(34.565332,132.572384) 岩塊・玉石交じり土 2,400 道路路体盛土 ○

082-818-3559 破砕岩（軟岩） 2,650 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,400 60cm 宅地造成 ○

株式会社日本環境保全サービ
ス伴北建設発生土埋立地

広島市安佐南区伴北町字栗ノ木
4471-1

表土 ×

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
シルト分20％以内，含水比
40％以下，コーン指数
400KN/m2以上

肥土 ×

-

株式会社日殖建設沼田土砂埋
立処分場

広島市安佐南区伴北町字高澤

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

有限会社水野砂利奥畑再資源
化施設

広島市安佐南区伴西町佐胡596-1

表土 ×

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

1,000

有限会社水野砂利奥畑事業所 広島市安佐南区伴西町佐胡596-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ×

-

株式会社迫広砕石 広島市安佐北区大林町4

表土 ○

泥土 ×

事前連絡の上，現物確認
後，受入可否を決定する。
シルト分15％以下，含水比
15％以下

肥土 ○

1,250

株式会社井川設備山本山残土
処分場

広島市安佐南区山本町字峠984

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生

肥土 ○

-
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ×

粘性土 2,600 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ×

(34.539311,132.511556) 岩塊・玉石交じり土 - 道路路体盛土 ×

082-818-2333 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:00～17:00

(34.555504,132.513600) 岩塊・玉石交じり土 2,500

0826-59-0303 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.542740,132.453117) 岩塊・玉石交じり土 3,500 道路路体盛土 ○

082-835-2075 破砕岩（軟岩） 3,500 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 15cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,650 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.545090,132.394498) 岩塊・玉石交じり土 2,650 道路路体盛土 ○

082-835-2339 破砕岩（軟岩） 2,650 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,650 30cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 6,000 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.502364,132.480474) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

082-838-1018 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 40cm以上割増 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,000 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.497294,132.477075) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

082-838-1322 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm 宅地造成 ○

サンテック南原埋立処分場 広島市安佐北区可部町大字南原字平
10171-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

有限会社東邦産業社 広島市安佐北区可部9-5-10

表土 ×

祝日を除く
泥土 ×

浚渫土不可，砂質土・地山
に限る，粘性土（赤土）

肥土 ×

1,200

有限会社秀知産業小濱工場 広島市安佐北区安佐町小河内字上小
濱10591-4

表土 ×

泥土 ×

砂，砂質土，礫質土，岩
塊・玉石交じり土，破砕
岩，シルト分15％以下

肥土 ×

750

可部興産株式会社広島北事業
所

広島市安佐北区安佐町飯室2005

表土 ×

泥土 ×

軟岩は軟Iまでに限る。姫真
砂不可

肥土 ×

600

中国建材工業株式会社発生土
リサイクルプラント

広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椽
ノ平2144-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
玉石粒径30cm以下，コーン
指数400KN/m2以上

肥土 ×

800

協和鉱業株式会社 広島市安佐北区安佐町筒瀬2211

表土 ○

泥土 ○

含水率約15％以下

肥土 ○

545
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 4,000 月曜日～土曜日

粘性土 4,000 8:00～16:30

(34.564155,132.586677) 岩塊・玉石交じり土 4,000

082-828-3223 破砕岩（軟岩） 4,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 4,000 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 4,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 5,000 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.581859,132.636621) 岩塊・玉石交じり土 4,000 道路路体盛土 ○

082-828-1750 破砕岩（軟岩） 4,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 4,000 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 9:00～17:00

(34.484659,132.579356) 岩塊・玉石交じり土 2,500

082-230-1414 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:30～16:30 土木構造物の裏込 ○

(34.386549,132.327937) 岩塊・玉石交じり土 - 道路路体盛土 ○

082-921-2558 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） - 15cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 9:00～16:00 土木構造物の裏込 ○

(34.384243,132.331152) 岩塊・玉石交じり土 - 道路路体盛土 ○

082-921-1411 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） - 15cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 - 月曜日～土曜日

粘性土 - 8:00～17:00

(34.493964,132.293447) 岩塊・玉石交じり土 4,400

0829-83-0515 破砕岩（軟岩） 4,600 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 4,800 80cm

株式会社スマイル白木リサイ
クルセンター

広島市安佐北区白木町大字志路5566

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

1,000

株式会社クリショー白木処分
場

広島市安佐北区白木町志路3933

表土 ×

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ×

-

株式会社清水土建工業 広島市佐伯区坪井町字編田ヶ免574

表土 ×

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

1,000

狩留家埋立場 広島市安佐北区狩留家町字清水
2944-2

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ×

-

中村砕石株式会社湯来事業所 広島市佐伯区湯来町和田341

表土 ×

第2土曜日は不可
泥土 ×

玉石，破砕岩，転石のみ
（土混じり，ゴミ，木根，
その他不純物不可）

肥土 ×

-

門田建設工業有限会社 広島市佐伯区坪井割厳須山

表土 ×

祭日を除く
泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

700
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.398841,132.344549) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

082-927-2000 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 3,000 5cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,600 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:30～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.396665,132.342212) 岩塊・玉石交じり土 2,600 道路路体盛土 ○

082-929-7135 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 上限なし 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 9:00～18:00 土木構造物の裏込 ○

(34.409730,132.358018) 岩塊・玉石交じり土 - 道路路体盛土 ○

082-836-5410 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） - 15cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,800 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 4,600 8:00～16:00 土木構造物の裏込 ○

(34.567119,132.571609) 岩塊・玉石交じり土 4,100 道路路体盛土 ○

082-818-4355 破砕岩（軟岩） 4,100 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 4,100 80cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,910 月曜日～土曜日

粘性土 - 8:00～17:00

(34.578166,132.571450) 岩塊・玉石交じり土 2,910

0826-52-3484 破砕岩（軟岩） 3,550 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 5,000 50cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,600 月曜日～土曜日

粘性土 1,600 8:30～17:00

(34.720321,132.684629) 岩塊・玉石交じり土 1,600

0826-59-0303 破砕岩（軟岩） 1,600 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,600 30cm

有限会社鈴木産業 広島市佐伯区五日市町大字薬師ヶ丘
100-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ○

1,000

山陽工営株式会社 広島市佐伯区五日市町大字保井田
350-6

表土 ○

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土※
粘性土は除く

肥土 ○

1,300

中村砕石株式会社 安芸高田市八千代町向山字高丸
10498-82

表土 ○

第1，3，4土曜日は受
入可 泥土 ×

第1種～第2種建設発生土
（ごみ，木根，その他不純
物不可）

肥土 ○

600

株式会社MATSUOKA 広島市佐伯区五日市町大字下小深川
字江毛谷284

表土 ×

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

700

Kazu-tech安芸高田第二埋立処
分場

安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰
10386-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

タイヘイ根の谷リサイクル工
場

安芸高田市八千代町向山603-1

表土 ○

泥土 ×

シルト分20％以下，含水量
20％以下

肥土 ○

-
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 4,000 月曜日～土曜日

粘性土 4,000 8:30～17:00

(34.648123,132.764812) 岩塊・玉石交じり土 4,000

082-828-1750 破砕岩（軟岩） 4,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 4,000 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.586863,132.781568) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

0826-46-2345 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 60cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,500 月曜日～土曜日

粘性土 1,500 8:00～17:00

(34.733096,132.750943) 岩塊・玉石交じり土 1,500

090-3178-5277 破砕岩（軟岩） 1,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,500 月曜日～土曜日

粘性土 1,500 8:00～17:00

(34.724233,132.753901) 岩塊・玉石交じり土 1,500

0826-45-7500 破砕岩（軟岩） 1,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,500 上限なし

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.248087, 132.427113) 岩塊・玉石交じり土 3,800 道路路体盛土 ○

0823-45-2196 破砕岩（軟岩） 3,800 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,800 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:00～16:30

(34.228176,132.397816) 岩塊・玉石交じり土 2,500

080-2906-7755 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

有限会社向原砕石向原工場 安芸高田市向原町坂田尻山1907

表土 ×

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

1,000

株式会社スマイル白木大土山
処分場

安芸高田市甲田町上小原字大土山
2463-63

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

株式会社アラタ建設発生土処
分場

安芸高田市甲田町下甲立字焼見堂
10802-1

表土 ○

第2，4土曜日を除く
泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

球磨川開発産業 安芸高田市甲田町糘地字札場10095

表土 ○

第2，4土曜日は不可
泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

新家建設株式会社沖美建設発
生残土処分場

江田島市沖美町是長字石佛151-1

表土 ○

泥土 ×

砂，砂質土，礫質土，粘性
土，岩塊・玉石交じり土，
破砕岩（軟岩，硬岩）

肥土 ×

-

平井興産株式会社能美営業所 江田島市能美町高田212

表土 ×

祝日，第2，4土曜日
は不可 泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

1,000
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:00～17:00

(34.137090,132.449082) 岩塊・玉石交じり土 2,500

0823-57-7175 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 70cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,300 月曜日～金曜日

粘性土 2,300 7:30～16:00

(34.136479,132.457491) 岩塊・玉石交じり土 2,300

0823-57-7572 破砕岩（軟岩） 2,300 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,300 30cm

受入地（一時堆積） 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,300 月曜日～土曜日

粘性土 3,300 8:00～17:00

(34.358828,132.522873) 岩塊・玉石交じり土 3,300

090-3743-7000 破砕岩（軟岩） 3,300 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,300 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,160 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ×

(34.345977,132.605906) 岩塊・玉石交じり土 4,500 道路路体盛土 ○

082-854-6184 破砕岩（軟岩） 5,500 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 6,250 80cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,700 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～16:30 土木構造物の裏込 ○

(34.248525,132.626597) 岩塊・玉石交じり土 2,700 道路路体盛土 ○

0823-71-3331 破砕岩（軟岩） 3,300 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 3,750 30cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,700 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～16:30 土木構造物の裏込 ○

(34.250044,132.626397) 岩塊・玉石交じり土 - 道路路体盛土 ○

0823-73-7587 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

洋伸建設株式会社黒嶽事業所 江田島市大柿町大原字黒嶽12302

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
土壌溶出量基準（環境省告
示18号）・土壌含有量基準
（環境省告示19号）に適合
したもの

肥土 ×

-

博栄興産株式会社秀地土砂埋
立処分場

江田島市大柿町大原秀地

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
含水率40％以下，コーン指
数400KN/m2以上

肥土 ○

-

株式会社熊野技建リサイクル
事業部

安芸郡熊野町2672-115

表土 ×

泥土 ×

砂，砂質土，礫質土，岩
塊・玉石交じり土，軟岩，
硬岩

肥土 ×

300

株式会社丸兼産業残土仮置場
（洋伸建設株式会社仮置場）

安芸郡海田町西明神町海田第12荷捌
地

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

広伸建設株式会社リサイクル
プラント

呉市広町字市迫20449-1

表土 ×

祝祭日は除く
泥土 ×

砂・砂質土・礫質土等，不
用物がないこと

肥土 ×

1,000

海生建設株式会社リサイクル
プラント

呉市広町字市迫20420-1

表土 ×

祝祭日は除く
泥土 ×

砂，砂質土，礫質土，岩塊
等，不用物がないこと。軟
岩，硬岩，破砕困難なもの
を除く

肥土 ×

1,000
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,700 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～16:30 土木構造物の裏込 ○

(34.252262,132.627187) 岩塊・玉石交じり土 2,700 道路路体盛土 ○

0823-71-5426 破砕岩（軟岩） 3,300 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 3,750 30cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,700 月曜日～土曜日

粘性土 - 8:00～16:00

(34.243087,132.631545) 岩塊・玉石交じり土 2,900

0823-73-5151 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） - 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,700 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.294667,132.639347) 岩塊・玉石交じり土 2,700 道路路体盛土 ○

0823-73-1979 破砕岩（軟岩） 3,300 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,750 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 5,000 月曜日～金曜日

粘性土 - 8:30～16:00

(34.116740,132.539266) 岩塊・玉石交じり土 5,000

0823-54-1581 破砕岩（軟岩） 5,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 5,000 15cm

受入地（一時堆積） 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,800 月曜日～土曜日

粘性土 - 8:00～17:00

(34.288793,132.585716) 岩塊・玉石交じり土 -

0823-33-0275 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） - 上限なし

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:30～17:00

(34.300415,132.587063) 岩塊・玉石交じり土 2,500

080-1942-8282 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

株式会社寺上組 呉市字吉松北谷9071

表土 ×

泥土 ×

シルト分25％以下，含水率
15％以下，コーン指数
800KN/m2以上

肥土 ×

-

重本建材有限会社リサイクル
プラント

呉市広町大広東4025

表土 ×

祝祭日は除く
泥土 ×

砂，砂質土，礫質土，岩塊
等，不用物がないこと。軟
岩，硬岩，破砕困難なもの
（間知石等）を除く

肥土 ×

1,000

広南開発宮原埋立処分場 呉市倉橋町字宮原22307-2

表土 ○

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

-

大貴建設株式会社再資源化施
設

呉市郷原町字大鳶1784

表土 ○

泥土 ×

シルト分30％以下，含水率
30％以下，コーン指数
800KN/m2以上

肥土 ○

1,000

永億林業株式会社苗代町重役
造成工事

呉市苗代町字重役1470-1

表土 ○

泥土 ○

シルト分50％以下，含水率
30％以下

肥土 ○

-

株式会社太野建設 呉市苗代町字船ヶ原684-2

表土 ×

泥土 ×

砂，砂質土，礫質土

肥土 ×

-
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:30～16:30 土木構造物の裏込 ○

(34.231755,132.195203) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

0827-57-5151 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,750 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.352063,132.347298) 岩塊・玉石交じり土 3,750 道路路体盛土 ○

0829-32-8351 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 6,000 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.352811,132.267519) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

0829-39-8200 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 40cm以上割増 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,300 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.329725,132.294271) 岩塊・玉石交じり土 3,300 道路路体盛土 ○

0829-32-2000 破砕岩（軟岩） 3,300 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 3,300 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,400 月曜日～金曜日

粘性土 - 8:45～16:45

(34.334339,132.208185) 岩塊・玉石交じり土 3,400

0829-74-3393 破砕岩（軟岩） 3,400 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,400 30cm

リサイクルプラント 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,800 月曜日～金曜日

粘性土 - 8:00～16:30

(34.575367,132.321321) 岩塊・玉石交じり土 -

0826-23-0126 破砕岩（軟岩） 2,800 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,800 50cm

広島資材株式会社リサイクル
プラント

廿日市市木材港北4-33

表土 ×

泥土 ×

砂，砂質土，礫質土，岩
塊・玉石交じり土

肥土 ×

1,300

大竹砕石株式会社 大竹市防鹿4571

表土 ×

土曜日は事前協議に
より可とする。 泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

1,000

株式会社松山東鎗出再生工場 廿日市市宮内東鎗出

表土 ○

泥土 ×

産業廃棄物を一切含まない
こと，粘性土不可

肥土 ×

650

株式会社キョーワ 廿日市市宮内725

表土 ○

泥土 ○

含水率約15％以下，シルト
分約10％以下

肥土 ○

545

あさやま工業株式会社加計工
場

山県郡安芸太田町津浪40-2

表土 ×

泥土 ×

受入前に現物確認し，受入
合否を決定する。破砕岩，
砂，砂質土

肥土 ×

-

みつぎ産業広原山処分場 廿日市市友田字広原山100219-52

表土 ×

場合により土曜日，
祝日も営業 泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

-

11/35



建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地（一時堆積） 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,800 月曜日～金曜日

粘性土 - 8:00～16:30

(34.595644,132.300368) 岩塊・玉石交じり土 2,800

0826-23-0126 破砕岩（軟岩） 2,800 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,800 50cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 5,000 9:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.580291,132.224622) 岩塊・玉石交じり土 2,800 道路路体盛土 ○

0826-28-2317 破砕岩（軟岩） 2,800 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,800 80cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～金曜日

粘性土 - 8:00～17:00

(34.643463,132.474982) 岩塊・玉石交じり土 2,500

0826-84-0353 破砕岩（軟岩） 2,200 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,200 50cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.610823,132.556401) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

082-244-2411 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 80cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,500 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.657662,132.415059) 岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

0826-83-0260 破砕岩（軟岩） 2,200 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,200 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,200 月曜日～土曜日

粘性土 2,200 8:00～17:00

(34.690404,132.385679) 岩塊・玉石交じり土 2,200

0826-38-0121 破砕岩（軟岩） 2,200 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,200 30cm

株式会社河本組遊谷受入施設 山県郡安芸太田町大字遊谷字小原
445

表土 ○

第2土曜日を除く
泥土 ×

含水率40～80％程度，コー
ン指数200KN/m2以上

肥土 ○

1,000

あさやま工業株式会社歳の村
処理場

山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳
村1378-1

表土 ×

泥土 ×

含水率30％以下，コーン指
数800KN/m2以上，受入前に
現物確認し合否を決定す
る。

肥土 ×

-

中国建材工業株式会社グリー
ンヒルズ

山県郡北広島町南方字青笹3451-9

表土 ○

祝日，年末年始は不
可 泥土 ×

第1種～第2種建設発生土，
玉石粒径80cm以下，コーン
指数800KN/m2以上

肥土 ×

1,400

あさみ工業株式会社 山県郡北広島町阿坂10590-1

表土 ×

泥土 ×

受入前に現物確認し受入合
否を決定する。礫質土，破
砕岩，玉石交じり土

肥土 ×

-

株式会社美和建設建設発生土
処分場

山県郡北広島町溝口字岩見地11145-
1

表土 ○

要電話確認
泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

株式会社竹下生コン豊平リサ
イクルセンター

山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山

表土 ○

第2土曜日は不可
泥土 ×

岩塊（粒径30cm以下），土
砂（含水率20～30％以
下），粘性土（コーン指数
200KN/m2以上）

肥土 ○

700
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 4,000 月曜日～金曜日

粘性土 4,000 8:30～16:00

(34.398972,132.865602) 岩塊・玉石交じり土 4,000

0846-29-0513 破砕岩（軟岩） 4,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 4,000 20cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日

粘性土 3,000 8:00～17:00

(34.391232,132.805470) 岩塊・玉石交じり土 3,000

082-426-1120 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.406941, 132.804889) 岩塊・玉石交じり土 - 道路路体盛土 ○

082-426-5111 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 5cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日

粘性土 3,000 8:00～17:00

(34.407239,132.804349) 岩塊・玉石交じり土 3,000

080-4234-4742 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 50cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.326288,132.885034) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

0846-22-0760 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日

粘性土 3,000 8:00～17:00

(34.331758,132.879785) 岩塊・玉石交じり土 3,000

0846-22-0760 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm

有限会社トラスト残土処分場 竹原市仁賀町字北荒谷11559

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
コーン指数400KN/m2以上，
含水率40％以下

肥土 ○

-

西野残土受入施設 竹原市西野町字風呂ヶ谷1514

表土 ×

土曜日・祝日は休み
泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ×

-

シンクコンサルタント株式会
社田万里土砂埋立地

竹原市田万里町字西小寺11356-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ×

-

シンクファーム株式会社田万
里リサイクルプラント

竹原市田万里町字西小寺11358

表土 ×

泥土 ×

コーン指数800KN/m2以上

肥土 ×

1,000

有限会社エス・エス残土処理
場

竹原市下野町字大南山1372-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
コーン指数400KN/m2以上，
含水率40％以下

肥土 ×

-

有限会社エス・エス 竹原市下野町野々浦4698-36

表土 ×

泥土 ×

シルト分40％以下，含水率
40％以下

肥土 ×

1,300
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日

粘性土 3,000 8:30～17:00

(34.352239,132.897186) 岩塊・玉石交じり土 3,000

0846-22-0760 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 4,500 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.379039,132.930911) 岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

0846-22-7686 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 15cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日

粘性土 3,000 8:00～17:00

(34.354524,132.924027) 岩塊・玉石交じり土 3,000

090-3178-5210 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～金曜日

粘性土 3,000 8:00～17:00

(34.353651,132.927834) 岩塊・玉石交じり土 3,000

090-3175-4173 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 20cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 15,000 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.395198,132.805245) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

082-426-1120 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日

粘性土 3,000 8:00～17:00

(34.361800,132.685270) 岩塊・玉石交じり土 3,000

082-426-0664 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm

有限会社シー・イー・サプラ
イ建設発生土リサイクルセン
ター

竹原市小梨町9052-1

表土 ×
事前連絡にて時間
外，夜間，日曜日受
入可 泥土 ○

第1種～第4種建設発生土

肥土 ×

1,000

有限会社エス・エス朝日山残
土処理場

竹原市下野町字朝日山10661-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
コーン指数400KN/m2以上，
含水率40％以下

肥土 ×

-

株式会社舛田組残土処理場 竹原市小梨町字小吹山2091-4

表土 ×

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ×

-

リフレ建設発生土受入地竹原 竹原市小梨町字小吹山2055

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

株式会社クレスト郷曽残土処
分場

東広島市西条町郷曽字笹ヶ峠801-3

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
コーン指数400KN/m2以上，
含水率40％以下

肥土 ○

-

有限会社トラスト残土リサイ
クルセンター

東広島市西条町上三永字胡麻379-1

表土 ○

泥土 ○

第1種～第4種建設発生土

肥土 ○

1,000
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.385412,132.716910) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

082-490-0083 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 40cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 5,000 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.359567,132.675848) 岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

0823-83-1370 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,500 50cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.316700,132.613404) 岩塊・玉石交じり土 2,700 道路路体盛土 ○

0823-82-7520 破砕岩（軟岩） 3,500 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 5,000 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:00～17:00

(34.502201,132.779313) 岩塊・玉石交じり土 2,500

082-430-2155 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,000 月曜日～土曜日

粘性土 2,000 8:30～17:00

(34.524262,132.768149) 岩塊・玉石交じり土 2,000

082-889-1629 破砕岩（軟岩） 2,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,000 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:30～17:00

(34.514254,132.702123) 岩塊・玉石交じり土 2,500

082-889-1629 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

黒瀬資源再利用センター株式
会社

東広島市黒瀬町大多田字大十田302-
52

表土 ○

泥土 ○

シルト分20％以下，含水比
30％以下，ゴミ・鉄片・木
くず等産業廃棄物を含まな
い

肥土 ×

500

光陽産業株式会社西条営業所 東広島市西条町田口20-16

表土 ×

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

1,000

株式会社黒部建設福富町上戸
野残土処分場

東広島市福富町上戸野字垰田4582

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

光陽建設株式会社残土リサイ
クルセンター

東広島市黒瀬町津江字イラスケ1865

表土 ○

泥土 ×

砂，砂質土，礫質土，岩
塊・玉石交じり土，破砕岩
※塵を含まないこと

肥土 ○

500

有限会社広剛産業福富残土処
分場2

東広島市福富町上竹仁字段原山845-
48

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

有限会社広剛産業福富残土処
分場1

東広島市福富町上戸野大井出1460-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,000 8:30～16:30 土木構造物の裏込 ○

(34.560169,132.834161) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

080-6325-4650 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 60cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.440807,132.855007) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

082-420-7633 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 40cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日

粘性土 3,000 8:00～17:00

(34.535742,132.760879) 岩塊・玉石交じり土 3,000

090-3743-7000 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:00～17:00

(34.500755,132.797487) 岩塊・玉石交じり土 2,500

082-428-2444 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 4,000 月曜日～土曜日

粘性土 4,000 8:00～17:00

(34.481358,132.863143) 岩塊・玉石交じり土 4,000

082-432-2108 破砕岩（軟岩） 4,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 4,000 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,300 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.313404,132.833143) 岩塊・玉石交じり土 3,900 道路路体盛土 ○

0846-45-5000 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ×

光陽産業株式会社河内営業所 東広島市河内町入野2590-3

表土 ×

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

1,000

有限会社ドイ産業リサイクル
施設

東広島市豊栄町安宿273-3

表土 ○

事前連絡にて土曜日
受入可 泥土 ×

第1種～第3種建設発生土
（有害土，汚泥は不可）

肥土 ○

1,000

株式会社大地リサイクルセン
ター第3処分場

東広島市河内町戸野字荏田5861

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

株式会社丸兼産業福富建設残
土処理場

東広島市福富町久芳字日曽木2217-1

表土 ○

泥土 ○

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

株式会社中岡建設リサイクル
プラント

東広島市安芸津町木谷1218-7

表土 ×

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

1,000

株式会社東豊建設上河内建設
残土処理場

東広島市河内町上河内字河原658-1

表土 ×

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ×

-

16/35



建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.323004,132.831042) 岩塊・玉石交じり土 - 道路路体盛土 ○

0846-45-1413 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日

粘性土 3,000 8:30～17:00

(34.449846,132.884287) 岩塊・玉石交じり土 3,000

082-296-2001 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日

粘性土 3,000 8:00～17:00

(34.323105,132.830891) 岩塊・玉石交じり土 3,000

0846-45-1413 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.310596,132.776592) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

0846-46-0211 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 40cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日

粘性土 3,000 9:00～17:00

(34.414710,133.344168) 岩塊・玉石交じり土 3,000

084-959-0007 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,900 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 5,650 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.450478,133.326492) 岩塊・玉石交じり土 5,650 道路路体盛土 ○

084-951-1345 破砕岩（軟岩） 4,800 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 5,400 30cm 宅地造成 ○

クリアテック株式会社建設発
生土処分場

東広島市河内町入野字大内原987-1

表土 ○

祝日を除く
泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
コーン指数400KN/m2以上

肥土 ○

-

リフレ安芸津事業所 東広島市安芸津町木谷243-1

表土 ×

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

800

光陽産業株式会社安芸津工場 東広島市安芸津町大田180-1

表土 ×

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

1,000

リフレ建設発生土受入地安芸
津

東広島市安芸津町木谷字西迫543

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

瀬戸砕石株式会社 福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙
261

表土 ○

泥土 ×

第1種～第4種建設発生土

肥土 ×

650

上之原組共有林第三処分場 福山市熊野町字込山甲8221

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 5,470 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 6,390 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.461496,133.328534) 岩塊・玉石交じり土 9,020 道路路体盛土 ○

084-949-2615 破砕岩（軟岩） 11,170 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 11,170 50cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 8,700 月曜日～土曜日

粘性土 8,700 8:00～17:00

(34.459818,133.327187) 岩塊・玉石交じり土 8,700

0848-20-5445 破砕岩（軟岩） 8,700 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 8,700 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 8,700 月曜日～土曜日

粘性土 8,700 8:00～17:00

(34.459818,133.327187) 岩塊・玉石交じり土 8,700

0848-20-5445 破砕岩（軟岩） 8,700 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 8,700 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,300 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ×

粘性土 - 9:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.458138,133.345936) 岩塊・玉石交じり土 3,300 道路路体盛土 ○

084-956-2022 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 20cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,100 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 4,300 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.481790,133.446578) 岩塊・玉石交じり土 4,500 道路路体盛土 ○

084-941-1682 破砕岩（軟岩） 4,500 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 5,000 上限なし 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.436712,133.428457) 岩塊・玉石交じり土 3,500 道路路体盛土 ○

084-954-7938 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

株式会社今井土木建設発生土
処分場

福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917-1

表土 ○

泥土 ○

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

安建工業株式会社瀬戸リサイ
クルプラント

福山市瀬戸町地頭分虎534-1

表土 ○

泥土 ○

含水比40％程度以下，コー
ン指数4kgf/cm2以上

肥土 ×

550

佐藤相互建設株式会社再資源
工房エコメイク瀬戸センター

福山市瀬戸町大字長和字明鹿616-1

表土 ×

祝日は要事前連絡
泥土 ×

コーン指数200KN/m2以上，
汚染土壌・産業廃棄物・転
石（概ねφ200mm超）を含ま
ない土砂

肥土 ×

500

株式会社今井土木建設発生土
処分場（その2）

福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924

表土 ○

泥土 ○

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

上杉技建工業株式会社箕沖工
場

福山市箕沖町112-1

表土 ×

第2，4土曜日，祝日
は不可 泥土 ×

含水率20％以下，シルト分
30％以下

肥土 ×

700

株式会社松浦組 福山市大門町野々浜沖浦山482-1

表土 ○

土曜日，祝日は要電
話確認 泥土 ○

ゴミ，草，木根の混入物は
不可，それ以外は可

肥土 ○

400
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,300 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ×

粘性土 4,300 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.447561,133.419723) 岩塊・玉石交じり土 3,300 道路路体盛土 ○

084-954-1758 破砕岩（軟岩） 3,500 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 4,000 20cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,520 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,240 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.468840,133.271792) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

084-933-3983 破砕岩（軟岩） 3,200 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 4,000 30cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,850 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 2,850 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.586804,133.335019) 岩塊・玉石交じり土 2,850 道路路体盛土 ○

084-972-4389 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 5,500 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.636115,133.348257) 岩塊・玉石交じり土 5,500 道路路体盛土 ○

084-978-0303 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 5,500 月曜日～土曜日

粘性土 5,500 8:00～17:00

(34.636128,133.348129) 岩塊・玉石交じり土 5,500

084-978-0303 破砕岩（軟岩） 5,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 5,500 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.635655,133.325375) 岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

084-972-4389 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

高本公害防止工業有限会社再
資源化施設

福山市神村町字草刈3778-1

表土 ○

泥土 ×

シルト分80％以下，含水率
100％以下，コーン指数
200KN/m2以上

肥土 ○

720

佐藤相互建設株式会社再資源
工房エコメイク箕島センター

福山市箕島町字長浜6184-1

表土 ○

泥土 ○

コーン指数200KN/m2以上，
汚染土壌・産業廃棄物・転
石（概ねφ200mm超）を含ま
ない土砂

肥土 ○

500

株式会社高森工業リサイクル
プラント

福山市加茂町字北山3487-2

表土 ○

泥土 ○

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

1,200

美豊有限会社美豊リサイクル
プラント

福山市加茂町百合2060-1

表土 ×

日曜，祭日を除く
泥土 ×

肥土 ×

350

美豊有限会社美豊菅町リサイ
クルプラント

福山市加茂町字北山3256-1

表土 ×

日曜，祭日を除く
泥土 ×

砂質シルト，砂質土

肥土 ×

300

株式会社高森工業発生土処分
場

福山市加茂町字北山3487-2

表土 ○

泥土 ×

液状の発生土以外

肥土 ○

-
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日

粘性土 3,000 8:00～17:00

(34.634311,133.325075) 岩塊・玉石交じり土 3,000

084-972-4389 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 5,000 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.638426,133.347875) 岩塊・玉石交じり土 4,000 道路路体盛土 ○

084-972-9100 破砕岩（軟岩） 4,800 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 5,800 上限なし 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 4,500 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.532955,133.250994) 岩塊・玉石交じり土 4,500 道路路体盛土 ○

080-6328-3158 破砕岩（軟岩） 5,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 5,500 30cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 6,000 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.533034,133.259348) 岩塊・玉石交じり土 6,000 道路路体盛土 ○

084-978-0303 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,700 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 4,000 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.576487,133.299786) 岩塊・玉石交じり土 4,700 道路路体盛土 ○

084-978-0428 破砕岩（軟岩） 5,900 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 6,500 上限なし 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,700 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.600221,133.392245) 岩塊・玉石交じり土 3,200 道路路体盛土 ○

084-967-0884 破砕岩（軟岩） 4,200 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 35cm 宅地造成 ○

株式会社フカイリサイクルプ
ラント施設

福山市山野町大字山野2412-2

表土 ○

泥土 ○

肥土 ○

700

美豊有限会社埋立処分場 福山市加茂町字北山988

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

株式会社高森工業芦田リサイ
クルプラント

福山市芦田町上有地178

表土 ○

泥土 ×

液状の発生土以外

肥土 ○

1,200

株式会社正夏芦田事業所 福山市芦田町大字上有地恵木迫258-
1

表土 ○

泥土 ×

シルト分10～30％以下，含
水率10～30％以下

肥土 ×

490

高陽建設工業株式会社改良土
プラント場

福山市神辺町字三谷31-1

表土 ○

第2，4土曜日，祝日
は要電話確認 泥土 ×

シルト分50％以下，含水率
30％以下，コーン指数
400KN/m2以上

肥土 ○

600

有限会社朝日住設リサイクル
プラントアサヒ

福山市駅家町大字助元1204-1

表土 ○
時間外，土・祝日の
受入は事前連絡によ
り可とする。 泥土 ○

礫質土，砂質土，粘性土，
岩塊・玉石交じり土，破砕
岩（軟岩・硬岩）※塵，産
廃を含まないこと。

肥土 ○

1,600
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 9,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 10,000 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.588877,133.247562) 岩塊・玉石交じり土 9,000 道路路体盛土 ○

0847-41-6606 破砕岩（軟岩） 9,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 10,000 上限なし 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ×

砂・砂質土・礫質土 3,240 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ×

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.548701,133.255384) 岩塊・玉石交じり土 3,730 道路路体盛土 ○

0847-45-6807 破砕岩（軟岩） 4,230 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 4,650 40cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 4,000 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 5,900 9:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.604453,133.204649) 岩塊・玉石交じり土 4,800 道路路体盛土 ○

0847-43-4224 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,900 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 4,300 8:00～16:30 土木構造物の裏込 ○

(34.746187,133.142633) 岩塊・玉石交じり土 3,500 道路路体盛土 ○

0847-62-4584 破砕岩（軟岩） 3,100 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,400 50cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,800 月曜日～金曜日

粘性土 - 8:00～17:00

(34.678626,133.125576) 岩塊・玉石交じり土 3,000

0847-62-3174 破砕岩（軟岩） 4,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,600 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,900 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 4,300 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.668886,133.243228) 岩塊・玉石交じり土 - 道路路体盛土 ○

0847-85-2308 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 15cm 宅地造成 ○

株式会社ウツミ 府中市栗柄町勝負谷1625-1

表土 ×

泥土 ×

含水率10％以下

肥土 ×

490

株式会社上野府中リサイクル
工場

府中市本山町字月見ヶ丘530-147

表土 ○

日曜日，祝祭日は事
前連絡により受入可 泥土 ×

砂，砂質土，礫質土は含水
率10％以下，粘性土は含水
率50％以下

肥土 ○

1,500

株式会社中國開發 府中市上下町小塚字白奴谷10393-1

表土 ○

降雨・降雪の場合は
不可 泥土 ×

コーン指数200KN/m2以上，
含水比80％以下

肥土 ○

700

佐々田土建株式会社再資源化
施設

府中市荒谷町11464

表土 ○

泥土 ○

コーン指数200KN/m2以上

肥土 ×

500

児玉建設株式会社再資源化施
設

神石郡神石高原町父木野387

表土 ○

泥土 ×

礫質土・砂質土・粘性土，
塵・産廃は含まないこと，
第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

700

尾田部砕石有限会社建設発生
土リサイクル工場

府中市上下町矢野字森山287-4

表土 ○

事前連絡にて土・日
曜日受入可 泥土 ×

泥土を除く第1種～第2種建
設発生土

肥土 ○

-
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 - 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.777062,133.246004) 岩塊・玉石交じり土 2,800 道路路体盛土 ○

0847-82-0843 破砕岩（軟岩） 3,300 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,600 100cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 4,200 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.786499,133.263869) 岩塊・玉石交じり土 2,800 道路路体盛土 ○

0847-82-0843 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 100cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.416178,133.004361) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

0848-66-0039 破砕岩（軟岩） 3,200 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 4,000 50cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 4,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.390129,133.104095) 岩塊・玉石交じり土 4,500 道路路体盛土 ○

0848-62-3867 破砕岩（軟岩） 7,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 7,000 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,500 月曜日～土曜日

粘性土 3,500 8:00～17:00

(34.460388,133.017134) 岩塊・玉石交じり土 3,500

0848-62-3867 破砕岩（軟岩） 3,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,500 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,800 月曜日～金曜日

粘性土 2,800 8:30～16:30

(34.463316,132.998547) 岩塊・玉石交じり土 2,800

0848-66-5233 破砕岩（軟岩） 2,800 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,800 30cm

神石砕石株式会社油木処理場 神石郡神石高原町油木甲1819-13

表土 ○

土曜日，祭日は休業
日があるため要確認 泥土 ×

含水比80％以下，コーン指
数200KN/ｍ2以上，シルト分
25％以下，産業廃棄物の混
入のないもの

肥土 ○

750

神石砕石株式会社入谷処理場 神石郡神石高原町油木甲7230-1

表土 ×

土曜日，祭日は休業
日があるため要確認 泥土 ×

最大粒径5cm以上100cm以
下，木くず・木根・産業廃
棄物を含まない

肥土 ×

750

山田建設株式会社リサイクル
プラント

三原市糸崎南2糸崎第3野積場

表土 ×

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

1,000

株式会社大地産業リサイクル
プラント

三原市小坂町碑ヶ迫160

表土 ×

泥土 ×

砂，砂質土，礫質土，岩
塊・玉石交じり土，破砕岩
（軟岩・硬岩）

肥土 ×

900

光信産業株式会社残土処分場 三原市高坂町真良字有松山10660

表土 ○

泥土 ×

第1種～第4種建設発生土，
含水率40％以下，コーン指
数200KN/m2以上

肥土 ×

-

山田建設株式会社高坂町許山
残土処分場

三原市高坂町許山字仏通寺山333

表土 ×

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

-
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:30～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.443096,133.002883) 岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

0848-66-2527 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 3,000 40cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:30～17:00

(34.425869,133.002362) 岩塊・玉石交じり土 2,500

0848-66-2527 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～金曜日

粘性土 2,500 8:00～17:00

(34.512602,132.928685) 岩塊・玉石交じり土 2,500

0847-34-1408 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:00～17:00

(34.531413,132.897080) 岩塊・玉石交じり土 2,500

0847-34-0532 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:00～17:30

(34.532421,132.901030) 岩塊・玉石交じり土 2,500

0847-34-0532 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:30 土木構造物の裏込 ○

(34.533421,132.900057) 岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

0847-34-0532 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

株式会社中博リサイクルプラ
ント高坂六寸峠残土処分場

三原市高坂町真良字六寸峠519-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

株式会社中博リサイクルプラ
ント

三原市高坂町真良2851

表土 ○

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ○

700

有限会社竹田建設建設発生土
第3受入地

三原市大和町椋梨5512-1

表土 ○

事前連絡にて休日・
祝日受入可 泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

和木農地改良工事（清水興業
和木残土処分場）

三原市大和町和木2108-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
含水比30％以下

肥土 ×

-

有限会社竹田建設建設発生土
リサイクルプラント

三原市大和町椋梨2194-1

表土 ○

事前連絡にて祝日受
入可 泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ×

1,200

有限会社竹田建設第4建設発生
土受入地

三原市大和町椋梨5437-1

表土 ○

休日・祭日は事前連
絡により可 泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:00～17:00

(34.541004,132.958762) 岩塊・玉石交じり土 2,500

0847-34-0126 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

リサイクルプラント 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 - 8:00～17:00

(34.477276,132.920440) 岩塊・玉石交じり土 -

070-3775-2307 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） - 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:00～17:00

(34.474101,132.917640) 岩塊・玉石交じり土 2,500

070-3775-2307 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:00～17:00

(34.477217,132.958593) 岩塊・玉石交じり土 2,500

0847-34-2855 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.475048,132.991022) 岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

0848-86-0660 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日

粘性土 3,000 8:00～17:00

(34.474990,132.990835) 岩塊・玉石交じり土 3,000

0848-86-0660 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm

株式会社三ツ田リサイクルプ
ラント

三原市大和町大草67-3

表土 ○

泥土 ○

第1種～第2種建設発生土

肥土 ○

-

株式会社雲地建設残土受入地 三原市大和町下徳良字明谷1006

表土 ○

泥土 ×

シルト分30％以下，含水率
40％程度，コーン指数
400KN/m2以上

肥土 ○

-

美建マテリアル株式会社建設
発生土受入地

三原市大和町大草字西八谷1928-1

表土 ○

土曜日，祝日は電話
確認必要 泥土 ×

第１種～第3種建設発生土，
含水比30％以下

肥土 ○

-

向用倉農業公園内農地改良に
伴う土砂受入れ場

三原市大和町大草67-3

表土 ○

泥土 ○

シルト分30％以下，含水率
40％以下，コーン指数
400KN/m2以上

肥土 ○

-

有限会社砂田建設すりばち処
分場

三原市本郷町船木字摺鉢607

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

砂田建設船木リサイクルプラ
ント

三原市本郷町船木字摺鉢10606

表土 ○

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土，
河床掘削土（第1種～第2種
建設発生土相当・含水比
40％以下）

肥土 ○

1,000
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 5,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.446097,132.991224) 岩塊・玉石交じり土 - 道路路体盛土 ○

0848-85-0355 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 5,000 月曜日～土曜日

粘性土 5,000 8:00～17:00

(34.446806,132.990701) 岩塊・玉石交じり土 5,000

0848-85-0355 破砕岩（軟岩） 5,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 5,000 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 4,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:30～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.436830,132.957309) 岩塊・玉石交じり土 4,000 道路路体盛土 ○

0848-86-2490 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 10cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.373069,132.963035) 岩塊・玉石交じり土 5,500 道路路体盛土 ○

0848-60-9820 破砕岩（軟岩） 5,500 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 5,500 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日

粘性土 3,000 8:00～17:00

(34.374588,132.970907) 岩塊・玉石交じり土 3,000

0848-60-9820 破砕岩（軟岩） 3,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,000 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 1,400 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:30～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.543931,133.022515) 岩塊・玉石交じり土 - 道路路体盛土 ○

082-434-7041 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 5cm 宅地造成 ○

株式会社津田建設本郷町船木
第2残土処分場

三原市本郷町船木字桂6397

表土 ○

泥土 ×

含水率80％以下，コーン指
数200KN/m2以上

肥土 ○

-

株式会社津田建設本郷町船木
残土処分場

三原市本郷町船木字桂6374

表土 ○

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土，
河床掘削土（含水比40％以
下）

肥土 ○

1,000

広愛産業株式会社リサイクル
センター

三原市本郷町南方字椿ヶ原20076

表土 ○

泥土 ×

シルト分10％以下，含水率
25％以下，コーン指数
500kN/m2以上

肥土 ○

1,000

沼田建設株式会社残土リサイ
クル施設

三原市本郷町船木3277-1

表土 ×

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土，
シルト分20％以下

肥土 ×

1,500

シンクコンサルタント株式会
社久井町泉再資源化施設

三原市久井町泉字北之奥甲538-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ○

900

広愛産業株式会社南方第三処
分場

三原市本郷町南方字岩井堂20133-10

表土 ○

泥土 ×

含水率80％以下，コーン指
数200KN/m2以上

肥土 ○

-
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:00～17:00

(34.543931,133.022915) 岩塊・玉石交じり土 2,500

080-6262-9583 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 15cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～金曜日

粘性土 2,500 8:00～17:00

(34.505827,133.050415) 岩塊・玉石交じり土 2,500

0847-32-7125 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 15cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～金曜日

粘性土 2,500 8:00～17:00

(34.392090,132.998237) 岩塊・玉石交じり土 2,500

0848-66-0331 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 4,500 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.506460,133.231172) 岩塊・玉石交じり土 4,500 道路路体盛土 ○

080-6328-3158 破砕岩（軟岩） 5,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 5,500 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,500 月曜日～金曜日

粘性土 - 8:30～16:00

(34.480271,133.210032) 岩塊・玉石交じり土 -

0848-20-4021 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） - 20cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.437063,133.168615) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

0848-48-5789 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

井上建設株式会社絹掛残土処
分場

三原市久井町坂井原絹掛737-2

表土 ×

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
コンクリート殻，アスファ
ルト殻，ゴミ類，木くず等
の有機物及び金属類が含ま
れないこと

肥土 ×

-

シンクコンサルタント株式会
社久井町泉残土処分地

三原市久井町泉字北之奥甲538-1

表土 ×

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ×

-

株式会社正夏原田事業所 尾道市原田町大字小原字船堀1112-1

表土 ○

泥土 ×

シルト分10～30％以下，含
水率10～30％以下

肥土 ×

490

株式会社アヴァンセ沼田東町
納所残土処分地

三原市沼田東町納所426

表土 ×

祝日は不可，土曜日
は要事前確認 泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ×

-

藤鳶工業株式会社美ノ郷リサ
イクルセンター

尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558

表土 ×

泥土 ×

砂，砂質土，礫質土，岩
塊・玉石交じり土

肥土 ×

1,400

ワトミ建設有限会社 尾道市原田町梶山田1431

表土 ○

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

-
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,500 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.447875,133.179936) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

0848-48-0967 破砕岩（軟岩） 3,200 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 4,000 30cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:30～16:30 土木構造物の裏込 ○

(34.435686,133.208810) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

0848-46-0553 破砕岩（軟岩） 3,200 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 4,000 30cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ×

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ×

(34.440833,133.213970) 岩塊・玉石交じり土 - 道路路体盛土 ×

0848-46-4922 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 1,800 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.431783,133.219147) 岩塊・玉石交じり土 2,360 道路路体盛土 ○

0848-46-2011 破砕岩（軟岩） 2,900 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 3,800 50cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 3,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 4,500 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.446475,133.215453) 岩塊・玉石交じり土 - 道路路体盛土 ○

084-933-4575 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） - 10cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,000 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.324698,133.151643) 岩塊・玉石交じり土 2,500 道路路体盛土 ○

0845-24-3217 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

小川工業株式会社リサイクル
プラント

尾道市高須町字長久保990-4

表土 ○

泥土 ×

砂，砂質土，礫質土，含水
比10％以下，シルト分10％
以下

肥土 ○

580

藤鳶工業株式会社工業団地リ
サイクルセンター

尾道市美ノ郷町本郷2485

表土 ○

泥土 ○

砂，砂質土，礫質土，粘性
土，岩塊・玉石交じり土，
破砕岩（軟岩・硬岩）

肥土 ○

580

有限会社大栄産業再生工場 尾道市高須町1228-1

表土 ○

泥土 ×

砂質土，礫質土，岩塊・玉
石交じり土，軟岩，硬岩

肥土 ×

600

有限会社アリエ 尾道市高須町字有江2963-1

表土 ×

泥土 ×

砂，砂質土，礫質土

肥土 ×

500

有限会社天海建設土砂リサイ
クルプラント

尾道市因島重井町4970-1

表土 ×

泥土 ×

目視による。

肥土 ×

1,500

ブラザー技研株式会社建設発
生土再資源化施設

尾道市西藤町74-35

表土 ○

時間外は別途協議
泥土 ○

砂，礫質土，粘性土

肥土 ○

700
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,800 月曜日～土曜日

粘性土 2,800 8:00～17:00

(34.324698,133.151643) 岩塊・玉石交じり土 2,800

0845-24-3217 破砕岩（軟岩） 2,800 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,800 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,800 月曜日～土曜日

粘性土 2,800 8:00～17:00

(34.324368,133.151401) 岩塊・玉石交じり土 2,800

0845-24-3217 破砕岩（軟岩） 2,800 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,800 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:30～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.348398,133.147785) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

0845-26-2223 破砕岩（軟岩） 3,500 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 4,000 50cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,000 8:30～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.326754,133.150028) 岩塊・玉石交じり土 3,000 道路路体盛土 ○

0845-26-2223 破砕岩（軟岩） 3,500 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 4,000 20cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,000 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.298707,133.111198) 岩塊・玉石交じり土 4,500 道路路体盛土 ○

0845-27-0022 破砕岩（軟岩） 11,500 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 15,500 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,800 月曜日～金曜日

粘性土 2,800 8:30～16:30

(34.296593,133.111814) 岩塊・玉石交じり土 2,800

0845-28-0911 破砕岩（軟岩） 2,800 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,800 30cm

有限会社天海建設建設発生土
第2埋立処分場

尾道市因島重井町5033-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

有限会社天海建設建設発生土
第1埋立処分場

尾道市因島重井町4970-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

株式会社加納屋建設土砂再資
源化施設

尾道市因島重井町通谷越4871

表土 ○

泥土 ×

砂，砂質土，礫質土，粘性
土，岩塊，玉石交じり土

肥土 ○

2,000

株式会社加納屋建設土砂再資
源化施設

尾道市因島重井町字宮沖新開1076-2

表土 ×

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

2,000

株式会社田中組建設発生土処
分場

尾道市瀬戸田町林字尼槌根3077

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

瀬戸田生コンクリート株式会
社建設発生土受入施設

尾道市瀬戸田町林字遠見石1820

表土 ×

泥土 ×

コーン指数200KN/m2以上，
目視含水比をクリアしたも
の，有害物を含まないも
の，粘性土4種は要見積り

肥土 ○

1,500
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,700 月曜日～土曜日

粘性土 1,700 8:00～17:00

(34.543905,133.106370) 岩塊・玉石交じり土 1,700

0847-23-0315 破砕岩（軟岩） 1,700 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,700 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,700 月曜日～土曜日

粘性土 1,700 8:00～17:00

(34.546703,133.108883) 岩塊・玉石交じり土 1,700

0847-29-0211 破砕岩（軟岩） 1,700 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,700 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,700 月曜日～土曜日

粘性土 1,700 8:00～17:00

(34.622431,133.018802) 岩塊・玉石交じり土 1,700

0847-29-0211 破砕岩（軟岩） 1,700 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,700 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 1,700 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 1,890 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.573970,133.075743) 岩塊・玉石交じり土 1,860 道路路体盛土 ○

0847-25-0678 破砕岩（軟岩） 2,020 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 2,280 30cm 宅地造成 ○

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 1,500 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.571326,133.081114) 岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ○

0847-22-2933 破砕岩（軟岩） 2,000 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） 2,000 40cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,500 月曜日～土曜日

粘性土 2,500 8:00～17:00

(34.636575,133.016327) 岩塊・玉石交じり土 2,500

0848-48-0967 破砕岩（軟岩） 2,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,500 30cm

大見砕石株式会社宇津戸処分
場

世羅郡世羅町大字宇津戸字栗尾1049

表土 ○

第2，4土曜日は不可
泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
含水比40％以下

肥土 ○

-

百谷建設残土処分場 世羅郡世羅町大字宇津戸字松風呂
679-30

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

有限会社大新再資源化施設 世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平
原680-35

表土 ○

第2，4土曜日は不可
泥土 ×

第1種～第4種建設発生土

肥土 ○

510

大見砕石株式会社横打第2処分
場

世羅郡世羅町大字寺町字横打10131-
12

表土 ○

第2，4土曜日は不可
泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
含水比40％以下

肥土 ○

-

藤鳶工業株式会社残土処分場 世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ
727-2

表土 ○

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土，
ただし第3種，第4種及び災
害等による発生土について
は，別途要協議

肥土 ○

-

有限会社脇産業世羅事業所 世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平
原681-3

表土 ×

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ×

1,000
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 1,500 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.582301,132.960933) 岩塊・玉石交じり土 1,500 道路路体盛土 ○

08447-22-5770 破砕岩（軟岩） 1,500 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ○

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,500 月曜日～金曜日

粘性土 1,500 8:00～17:00

(34.584165,132.958347) 岩塊・玉石交じり土 1,500

0847-22-5770 破砕岩（軟岩） 1,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,500 30cm

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 2,200 月曜日～土曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 3,800 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ×

(34.664411,132.991248) 岩塊・玉石交じり土 - 道路路体盛土 ○

0847-29-0211 破砕岩（軟岩） 2,700 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,000 月曜日～土曜日

粘性土 2,000 8:30～17:00

(34.652907,133.042800) 岩塊・玉石交じり土 2,000

0847-24-0111 破砕岩（軟岩） 2,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,000 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,000 月曜日～日曜日

粘性土 2,000 6:00～20:00

(34.849778,132.838361) 岩塊・玉石交じり土 2,000

0824-65-0666 破砕岩（軟岩） 2,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,000 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,000 月曜日～土曜日

粘性土 2,000 8:00～17:00

(34.864056,132.855844) 岩塊・玉石交じり土 2,000

0824-53-2311 破砕岩（軟岩） 2,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,000 30cm

株式会社広島環境建設発生土
受入地

世羅郡世羅町大字賀茂字定金1966-1

表土 ○

泥土 ×

産業廃棄物の混入のないも
の，含水率20％以下

肥土 ○

-

株式会社広島環境建設発生土
リサイクルプラント

世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山
718-1

表土 ○

泥土 ×

産業廃棄物の混入のないも
の，含水率20％以下

肥土 ○

800

株式会社山平組建設発生土処
分場

世羅郡世羅町大字別迫字福山2858-1

表土 ○

第2，4土曜日は不可
泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

大見砕石株式会社リサイクル
プラント

世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1

表土 ○

泥土 ×

液状の発生土以外

肥土 ○

800

株式会社三好建材南雨建設発
生土受入地

三次市君田町藤兼コフケ68

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
含水率70％以下

肥土 ○

-

有限会社ウエムラ設備東山区
内建設発生土受入地

三次市山家町字東山595-1

表土 ○

災害時24時間受入れ
泥土 ×

第1種～第3種建設発生，含
水率70％以下

肥土 ○

-
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,000 月曜日～土曜日

粘性土 2,000 8:00～17:00

(34.864056,132.855844) 岩塊・玉石交じり土 2,000

0824-53-2311 破砕岩（軟岩） 2,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,000 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,000 月曜日～土曜日

粘性土 2,000 8:30～17:00

(34.828511,132.752014) 岩塊・玉石交じり土 2,000

0824-64-5019 破砕岩（軟岩） 2,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,000 50cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,600 月曜日～土曜日

粘性土 1,600 8:00～17:00

(34.695763,132.807612) 岩塊・玉石交じり土 1,600

0826-42-0562 破砕岩（軟岩） 1,600 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,600 上限なし

リサイクルプラント 区分 単価 工作物の埋戻 ○

砂・砂質土・礫質土 1,800 月曜日～金曜日 道路路床盛土 ○

粘性土 - 8:00～17:00 土木構造物の裏込 ○

(34.764240,132.983754) 岩塊・玉石交じり土 1,800 道路路体盛土 ○

0824-44-2203 破砕岩（軟岩） - 搬入可能最大粒径 河川築堤（一般） ×

破砕岩（硬岩） - 30cm 宅地造成 ○

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,000 月曜日～金曜日

粘性土 2,000 8:00～17:00

(34.775139,132.977752) 岩塊・玉石交じり土 2,000

0824-44-2203 破砕岩（軟岩） 2,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,000 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,600 月曜日～土曜日

粘性土 1,600 8:00～17:00

(34.673048,132.815517) 岩塊・玉石交じり土 1,600

0824-52-2128 破砕岩（軟岩） 1,600 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,600 30cm

株式会社三次eco農工大山残土
処分地場

三次市作木町大山字中山421-1

表土 ○

祝日可
泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ×

-

株式会社三好建材南雨No.2建
設発生土受入地

三次市君田町東入君字迫田10153

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
含水率70％以下

肥土 ○

-

有限会社大杉組リサイクルセ
ンター

三次市三良坂町大字三良坂字後迫
10037-9

表土 ○

泥土 ×

第1種～第2種建設発生土

肥土 ○

2,500

株式会社武田建設建設発生土
処分場

三次市三和町福田字大蔵山10532-1

表土 ○

盆休み，正月休みを
除く 泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

エレキテル有限責任事業組合
高鉢建設発生土処分場

三次市三和町羽出庭字高鉢1144-11

表土 ○
第2，4土曜日，祝祭
日を除く，ただし事
前連絡により可 泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

有限会社大杉組建設残土たい
積場

三次市三良坂町灰塚字長宇根11769

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,300 月曜日～土曜日

粘性土 1,300 8:00～17:00

(34.692538,132.809997) 岩塊・玉石交じり土 1,300

0826-57-0229 破砕岩（軟岩） 1,300 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,300 上限なし

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,800 月曜日～土曜日

粘性土 1,800 8:00～17:00

(34.694946,132.801624) 岩塊・玉石交じり土 1,800

0824-52-3780 破砕岩（軟岩） 1,800 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,800 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,200 月曜日～土曜日

粘性土 2,200 8:00～17:00

(34.993011,133.164454) 岩塊・玉石交じり土 2,200

0824-82-2838 破砕岩（軟岩） 2,200 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,200 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,200 月曜日～土曜日

粘性土 2,200 8:00～17:00

(34.924674,133.097738) 岩塊・玉石交じり土 2,200

0824-82-2838 破砕岩（軟岩） 2,200 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,200 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,200 月曜日～土曜日

粘性土 2,200 8:00～16:45

(34.948602,133.100894) 岩塊・玉石交じり土 2,200

0824-82-2604 破砕岩（軟岩） 2,200 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,200 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 4,000 月曜日～土曜日

粘性土 4,000 8:30～16:30

(34.857149,133.245381) 岩塊・玉石交じり土 4,000

0847-86-0138 破砕岩（軟岩） 4,000 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 4,000 30cm

合同会社アーステック建設発
生土処分場

三次市三和町福田字大蔵山10496

表土 ○

第2，4土曜日，祝日
は不可 泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

有限会社円仏組建設発生土処
分場

三次市三和町羽出庭字国貞10415-1

表土 ○

泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

西城建設株式会社入江土砂埋
立地

庄原市西城町入江字白谷634

表土 ○
第2，4土曜日は不
可。休日は要事前相
談。 泥土 ×

含水率40％以下，コーン指
数400KN/m2以上，第1種～第
3種建設発生土

肥土 ○

-

西城建設株式会社二重坂土砂
埋立地

庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1

表土 ○
第2，4土曜日は不
可。休日は要事前相
談。 泥土 ×

含水率40％以下，コーン指
数400KN/m2以上，第1種～第
3種建設発生土

肥土 ○

-

有限会社小塩組三坂残土埋立
地

庄原市東城町三坂字姿谷404-1

表土 ○

第2，4土曜日及び祝
日は不可 泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ×

-

三宅建設株式会社大迫山土砂
埋立地

庄原市西城町中迫字大迫山64

表土 ×

第2，4土曜日，盆，
正月，祝日は除く 泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
コーン指数400KN/m2以上，
含水比40％以下

肥土 ×

-
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 3,500 月曜日～金曜日

粘性土 3,500 8:00～17:00

(34.875327,133.250204) 岩塊・玉石交じり土 3,500

090-8717-1799 破砕岩（軟岩） 3,500 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 3,500 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,200 月曜日～土曜日

粘性土 2,200 8:00～17:00

(34.896475,133.139803) 岩塊・玉石交じり土 2,200

0824-82-2053 破砕岩（軟岩） 2,200 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,200 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,200 月曜日～土曜日

粘性土 2,200 8:00～17:00

(34.893727,133.140869) 岩塊・玉石交じり土 2,200

0824-82-2053 破砕岩（軟岩） 2,200 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,200 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,600 月曜日～土曜日

粘性土 2,600 8:00～17:00

(34.991576,133.235557) 岩塊・玉石交じり土 2,600

08477-5-0565 破砕岩（軟岩） 2,600 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,600 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,700 月曜日～土曜日

粘性土 1,700 8:00～16:30

(34.795793,133.034129) 岩塊・玉石交じり土 1,700

0824-78-2926 破砕岩（軟岩） 1,700 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,700 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,800 月曜日～土曜日

粘性土 1,800 8:00～16:30

(34.820839,133.048502) 岩塊・玉石交じり土 1,800

0824-72-5254 破砕岩（軟岩） 1,800 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,800 30cm

株式会社下田建設建設発生土
処分場

庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1

表土 ○

祝祭日，第2，4土曜
日は不可 泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
コーン指数400KN/m2以上，
含水比40％以下

肥土 ○

-

宮田建設株式会社宇山残土処
分場

庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸
5033

表土 ×

祝日を除く
泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ×

-

株式会社宮田木材光森処分場 庄原市東城町加谷字大鉄穴5081-2

表土 ○

祝祭日，第2土曜日は
除く 泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
コーン指数400KN/m以上，含
水比40％以下

肥土 ○

-

株式会社下田建設建設発生土
第二処分場

庄原市東城町帝釈字大口原山5002-1

表土 ○

祝祭日，第2，4土曜
日は不可 泥土 ×

第1種～第3種建設発生土，
コーン指数400KN/m2以上，
含水比40％以下

肥土 ○

-

泥土 ×

×

第1種～第4種建設発生土，
コーン指数400KN/m2以上

肥土 ○

-

株式会社角栄組第3建設残土処
分場

庄原市春田町字面田46-1

表土 ○
祝祭日及び弊社指定
定休日を除いた営業
日

第1種～第3種建設発生土，
コーン指数200KN/m2以上，
含水比80％以下

肥土 ○

-

有限会社中田建設山津田土砂
埋立地

庄原市春田町字宮平1152

表土 ○

祝祭日及び当社定休
日は受入不可 泥土
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建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,700 月曜日～土曜日

粘性土 1,700 8:00～17:00

(34.817638,132.968220) 岩塊・玉石交じり土 1,700

0824-72-0914 破砕岩（軟岩） 1,700 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,700 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,700 月曜日～土曜日

粘性土 1,700 8:00～17:00

(34.814693,132.965828) 岩塊・玉石交じり土 1,700

0824-72-0914 破砕岩（軟岩） 1,700 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,700 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,800 月曜日～金曜日

粘性土 1,800 8:00～16:30

(34.818723,132.971644) 岩塊・玉石交じり土 1,800

080-5625-0482 破砕岩（軟岩） 1,800 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,800 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,800 月曜日～土曜日

粘性土 1,800 8:00～17:00

(35.060244,132.929598) 岩塊・玉石交じり土 1,800

090-8247-8655 破砕岩（軟岩） 1,800 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,800 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,800 月曜日～土曜日

粘性土 1,800 8:00～16:30

(34.850996,132.916889) 岩塊・玉石交じり土 1,800

0824-89-2055 破砕岩（軟岩） 1,800 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,800 30cm

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 1,800 月曜日～土曜日

粘性土 1,800 8:00～16:30

(34.894968,132.893039) 岩塊・玉石交じり土 1,800

090-4143-9736 破砕岩（軟岩） 1,800 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 1,800 30cm

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

小林建設株式会社口和常定建
設発生土受入地

庄原市口和町常定字川平5045-1

表土 ○

祝日，第2・4土曜日
は除く 泥土 ×

第1種～第4種建設発生土，
コーン指数200KN/m2以上，
含水比80％以下

肥土 ○

-

有限会社田畠建設盛川建設残
土受入地

庄原市口和町金田字塩谷758

表土 ○

祝祭日及び弊社休日
を除く 泥土 ×

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

株式会社大歳組七塚野村残土
処理場

庄原市山内町字南山5944

表土 ○

泥土 ×

含水比70％以下，第1種～第
3種建設発生土

肥土 ○

-

クリーンコンサル有限会社毛
無山建設発生土受入地

庄原市高野町和南原字毛無山5857

表土 ○

泥土 ×

含水率40％以下，コーン指
数400KN/m2以上

肥土 ○

-

有限会社林商会山内町建設発
生土受入地

庄原市山内町5956-1

表土 ○

泥土 ×

含水率40％以下，コーン指
数400KN/m2以上

肥土 ○

-

有限会社林商会山内町第2号建
設発生土受入地

庄原市山内町5965-1

表土 ○

泥土 ×

34/35



建設発生土処分先一覧表 2022年5月

施設種類 施設所在地

施設名
連絡先

緯度，経度(世界測地系)
施設能力

受入可能時間等
販売価格
（円/m3）

建設発生土受入に係る項目 販売する処理土に係る項目

受入価格
（円/m3）

受入可能土質条件等 用途ごとの要求品質適合

受入地 区分 単価

砂・砂質土・礫質土 2,200 月曜日～金曜日

粘性土 2,200 8:00～16:30

(34.860854,133.039116) 岩塊・玉石交じり土 2,200

080-5625-0482 破砕岩（軟岩） 2,200 搬入可能最大粒径

破砕岩（硬岩） 2,200 30cm

第1種～第3種建設発生土

肥土 ○

-

株式会社大歳組宮内美湯残土
処理場

庄原市宮内町字松ヶ迫761

表土 ○

泥土 ×
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