
建設副産物処理処分場単価表 中間処理

地区コード － 番号

会社名

事業所所在地 〒926-0011 〒929-1576 〒925-0017 〒920-0372

七尾市佐味町ｲ42-3 羽咋市鹿島路町1576 羽咋市西釜屋町ヰ138-2 金沢市豊徳町541

電話 0767-52-7755 0767-24-1335 0767-22-7000 076-249-1311

処理場所在地 〒926-0011 〒925-0012 〒925-0147 〒926-0828

七尾市佐味町ｲ42-16 羽咋市千路町ﾉ159-1 羽咋郡志賀町大島六字41-6 七尾市白馬町ﾎ部12-1

電話 0767-52-4148 0767-24-1335（事務所） 0767-32-3148 0767-52-4329

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） 1,500 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） 1,400 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） 1,100 円／ｔ ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） 1,400 円／t
受入価格 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋） 1,000 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋） 1,400 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋） 1,100 円／ｔ ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋） 850 円／t

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 1,500 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 1,400 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 1,100 円／ｔ ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 900 円／t

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品

　無筋 3,000 円／t 　無筋 1,400 円／t
　ﾒｯｼｭ入り 3,000 円／t 　ﾒｯｼｭ入り 1,400 円／t

　PC鋼材入り 1,400 円／t

受入基準 1.受入規制 県内に限る 1.受入規制 なし 1.受入規制 羽咋郡市内 1.受入規制 能登地区内
2.最大寸法 なし 2.最大寸法 なし 2.最大寸法 なし 2.最大寸法 30cm角以下
3.その他 なし 3.その他 なし 3.その他 当組合員に限る 3.その他 なし

許可番号 （石川県）　第01748000533号 （石川県）　第01726041282号 （石川県）　第01749019782号 （石川県）　第01720046496号

処理区分

受入時間 8時00分～17時00分 8時00分～17時00分 8時00分～17時00分 8時00分～17時00分

受入休止日 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日 日曜日、祝祭日 日曜日、祝祭日、組合指定日 日曜日、祝祭日、会社指定日

備考

吉田道路（株）

02-2 02-3 02-4

中間処理　（破砕）

西日本資源再開発（株）

02-1

羽咋郡市建設資材協同組合

中間処理　（破砕）

（株）古永建設

中間処理　（破砕） 中間処理　（破砕）

受入の可否については事前に協
同組合に確認すること。



建設副産物処理処分場単価表 最終処分

地区コード － 番号

会社名

事業所所在地 〒920-0957 〒925-0017 〒926-0011

金沢市舘町ﾇ6番地 羽咋市西釜屋町ヰ138-2 七尾市佐味町ｲ42-3

電話 076-229-2961 0767-22-7000 0767-52-7755

処理場所在地 〒920-1346 〒925-0147 〒926-0001

金沢市三小牛町24字1番1外 羽咋郡志賀町大島六字41-6 七尾市鵜浦町39-1外

電話 076-241-3044 0767-32-3148 0767-52-4148

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） 7,000 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） - ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） -
受入価格 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋） 7,000 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋） - ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋） -

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 7,000 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 - ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品

　無筋 7,000 円／t 　無筋 3,000 円／ｔ 　無筋 -
　ﾒｯｼｭ入り 7,000 円／t 　ﾒｯｼｭ入り 3,000 円／ｔ 　ﾒｯｼｭ入り -
　PC鋼材入り 7,000 円／t 　PC鋼材入り 3,000 円／ｔ 　PC鋼材入り -

受入基準 1.受入規制 なし 1.受入規制 羽咋郡市内 1.受入規制 県内に限る
2.最大寸法 なし 2.最大寸法 なし 2.最大寸法 なし
3.その他 なし 3.その他 当組合員に限る 3.その他 なし

許可番号 （金沢市）　第06046006685号 （石川県）　第01749019782号 （石川県）　第01748000533号

処理区分

受入時間 8時00分～17時00分 8時00分～17時00分 8時30分～16時00分

受入休止日 日曜日、祝祭日 日曜日、祝祭日、組合指定日 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日、

備考

02-17

ﾀｲﾙ・瓦礫類は20,000円/t

最終処分 (安定)

02-3

羽咋郡市建設資材協同組合

01-3

最終処分（埋立） 最終処分（安定）

受入の可否については事前に協
同組合に確認すること。

西日本資源再開発（株）クリーンライフ（株）



建設副産物処理処分場単価表 木くず

地区コード － 番号

会社名

事業所所在地 〒924-0066 〒926-0011 〒925-0017 〒926-0022

白山市上小川町800-1 七尾市佐味町ｲ42-3 羽咋市西釜屋町ヰ138-2 七尾市天神川原町ｶ部51-1

電話 076-277-4980 0767-52-7755 0767-22-7000 0767-53-1059

処理場所在地 〒924-0066 〒926-0011 〒925-0147 〒926-0833

白山市上小川町800-1 七尾市佐味町ｲ42-16 羽咋郡志賀町大島六字41-6 七尾市旭町50

電話 076-277-4980 0767-52-4148 0767-32-3148 0767-53-1059（事務所）

建設発生木材 建設発生木材 建設発生木材 建設発生木材
受入価格 幹(φ15cm未満、L=2m以下) 　幹 - 　幹 - 　幹 50,000 円／台

15,000 円／ｔ 　枝葉 - 　枝葉 - 　枝葉 60,000 円／台
角材（15×15cm未満、L=2m以下） 　根株 - 　根株 - 　根株 80,000 円／台

15,000 円／ｔ 　角材 20,000 円／t 　角材 13,500 円／t 　角材 50,000 円／台
板材（厚さ5cm未満、L,W 2m以下） 　板材 20,000 円／t 　板材 13,500 円／t 　板材 60,000 円／台

15,000 円／ｔ 台は10t車一台当たりの単価

受入基準 1.受入規制 なし 1.受入規制 県内に限る 1.受入規制 羽咋郡市内 1.受入規制 なし
2.最大寸法 上記参照 2.最大寸法 なし 2.最大寸法 なし 2.最大寸法 なし
3.その他 上記ｻｲｽﾞ以外は 3.その他 なし 3.その他 当組合員に限る 3.その他 なし

要相談

許可番号 （石川県）　第01723102688号 （石川県）　第01748000533号 （石川県）　第01749019782号 （石川県）　第01743012906号

処理区分

受入時間 8時00分～16時00分 8時00分～17時00分 8時00分～17時00分 8時30分～16時30分

受入休止日 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日、 日曜日、祝祭日、組合指定日 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日

備考

土曜日(午後)、日曜日、祝祭日

中間処理　（破砕）

（株）トスマク・アイ

02-1

中間処理（破砕）

西日本資源再開発（株）

中間処理　（破砕）

（有）國富産業

01-25

中間処理　（破砕）

羽咋郡市建設資材協同組合

受入の可否については事前に協
同組合に確認すること。

02-802-3



建設副産物処理処分場単価表 汚泥 

地区コード － 番号

会社名

事業所所在地

電話

処理場所在地

電話

受入価格

受入基準

許可番号

処理区分

受入時間

受入休止日

備考

〒925-0017 〒927-1217 〒922-0857 〒923-1237

羽咋市西釜屋町ヰ138-2 珠洲市上戸町南方い字51番地 加賀市永井町4-20-2 能美市上清水町ﾀ70番地1

0767-22-7000 0768-82-2115 0761-73-8831 0761-51-7880

〒925-0147 〒927-1217 〒922-0857 〒923-1237

羽咋郡志賀町大島六字41-6 珠洲市上戸町南方い部46番1 加賀市永井町4-10-6 能美市上清水町ﾀ67,68-1、68-2

0767-32-3148 0768-82-2115 0761-73-8831 0761-51-7880

建設汚泥 建設汚泥 建設汚泥 建設汚泥
(高含水比汚泥） 20,000 円／t 25,000 円／m

3
8,000 円／m

3
12,000 円／m

3

(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系) 　- (ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系) 7,000 円／m
3

(低含水比汚泥） 5,000 円／m
3

(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系) 12,000 円／m
3

(ｾﾒﾝﾄ系) 12,000 円／m
3

1.受入規制 羽咋郡市内 1.受入規制 県内に限る 1.受入規制 なし 1.受入規制 県内に限る
2.最大寸法 なし 2.最大寸法 なし 2.最大寸法 なし 2.最大寸法 なし
3.その他 当組合員に限る 3.その他 泥状に限る 3.その他 なし 3.その他 なし

（石川県）　第01749019782号 （石川県）　第01729002148号 （石川県）　第01724024188号 （石川県）　第01722100304号

8時00分～17時00分 8時00分～18時00分 8時00分～17時00分 8時00分～17時00分

日曜日、祝祭日、組合指定日 第2・4土曜日、日曜日 日曜日 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日、

中間処理　（固化再生）

(高含水比汚泥）(高含水比汚泥）

54-2

聖城運輸（株）

(高含水比汚泥）

02-3 04-3

羽咋郡市建設資材協同組合 （株）アメニティ

54-11

（株）田中建設

受入の可否については事前に協
同組合に確認すること。

含水率により価格変動あり。
（ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ）

中間処理　(脱水)最終処分（管理） 中間処理　（固化）



建設副産物処理処分場単価表 建設発生土

地区コード － 番号

会社名

事業所所在地 〒929-0306 〒929-1103 〒925-0017 〒926-0822

河北郡津幡町字清水ﾁ348-3 石川県かほく市谷ｳ3番地 羽咋市西釜屋町ヰ138-2 七尾市細口町ﾏｲﾀﾞﾘ山200-1

電話 076-288-3955 076-285-1240 0767-22-7000 0767-52-0600

処理場所在地 〒929-0411 〒929-1103 〒925-0147 〒926-0821

河北郡津幡町字興津キ29番地 石川県かほく市谷ｳ3番地 羽咋郡志賀町字大島大字41-6 七尾市国分町ｽ4

電話 076-288-3955(事務所） 076-285-1240 0767-32-3148 0767-52-0600（事務所）

受入価格
建設発生土 1,891 円／m

3
建設発生土 1,500 円／m

3
建設発生土 1,500 円／ｔ 建設発生土 1,900 円／m

3

受入基準 1.受入規制 1.受入規制 1.受入規制 1.受入規制

処理方法 埋立処分 埋立処分 埋立処分 埋立処分

処理区分

受入時間 8時00分～17時00分 9時00分～17時00分 8時00分～17時00分 8時30分～16時30分

受入休止日 第２・４土曜日、日曜日、祝祭日 日曜日 日曜日、祝祭日、組合指定日 土曜日、日曜日、積雪時

備考

（有）勝商事河北郡市環境整備事業協同組合 イワヤ土地工業（株）

02-1802-301-32 01-31

県内に限る
産業廃棄物の
混入不可

羽咋郡市建設資材協同組合

組合員に限る

処理場までの搬入路のうち、
手前800m区間が平均幅員3.7m
降雪状況により休業の可能性あり。

受入の可否については、事前に協
同組合に確認すること。

産業廃棄物の
混入不可

受入の可否については、事前に協
同組合に確認すること。

七尾市、中能登町
内に限る




