
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 〒920-0211 〒920-0957 〒920-0848 〒921-8046

金沢市湊1-55-16 金沢市舘町ﾇ6番地 金沢市京町25-25 金沢市大桑町上猫下4-7

電話 076-238-3262 076-229-2961 076-252-6191 076-244-3132

処理場所在地 〒920-0211 〒920-1155 〒920-1105 〒920-1345

金沢市湊1-55-16 金沢市田上本町ﾃ2-2 金沢市戸室新保ﾍ69-1外 金沢市新保町ﾗ24-1

電話 076-238-3262 076-229-2961(事務所） 076-236-1224 076-244-5115

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 40,000 円／t 　幹 25,000 円／t 　幹 25,000 円／t 　幹 35,000 円／t

　枝葉 35,000 円／t 　枝葉 25,000 円／t 　枝葉 25,000 円／t 　枝葉 35,000 円／t
　根株 40,000 円／t 　根株 25,000 円／t 　根株 25,000 円／t 　根株 35,000 円／t
　角材 20,000 円／t 　角材 20,000 円／t 　角材 20,000 円／t 　角材 35,000 円／t
　板材 20,000 円／t 　板材 20,000 円／t 　板材 20,000 円／t 　板材 35,000 円／t

受入基準 1.受入規制 なし 1.受入規制 なし 1.受入規制 県内に限る 1.受入規制 なし
2. 大寸法 なし 2. 大寸法 なし 2. 大寸法 なし 2. 大寸法 150cm以下
3.その他 なし 3.その他 なし 3.その他 なし 3.その他 なし

許可番号 （金沢市）　第06020079606号 （金沢市）　第06040006685号 （金沢市）　第06021026432号 （金沢市）　第06042005698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 日曜日 日曜日、祝祭日 日曜日 日曜日、会社指定日

備考

中間処理　（破砕）

中谷商事（株）

01-18

環境開発（株）クリーンライフ（株）

中間処理　（焼却）

01-3

（株）中部資源再開発

中間処理　（破砕）

01-1

中間処理　（破砕）

01-19



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

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

〒925-0212 〒926-0222 〒920-0211 〒926-0012

羽咋郡志賀町徳田寅76 七尾市能登島閨町壱壱部4-1 金沢市湊1-55-16 七尾市万行町5-129-32

0767-37-2121 0767-85-2334 076-238-3262 0767-53-2100

〒925-0375 〒926-0222 〒929-1573 〒926-0012

羽咋郡志賀町若葉台2 七尾市能登島閨町壱壱部4-1 羽咋市四柳町ﾍ2-1 七尾市万行町5-129-21,26

0767-38-1818 0767-85-2334 外7筆 0767-26-3322 0767-53-2100

建設発生木材 建設発生木材 建設発生木材 建設発生木材
　幹 22,000 円／ｔ 　幹 17,000 円／t 　幹 40,000 円／t 　幹 15,000 円／t
　枝葉 22,000 円／ｔ 　枝葉 17,000 円／t 　枝葉 35,000 円／t 　枝葉 18,000 円／t
　根株 23,000 円／ｔ 　根株 20,000 円／t 　根株 40,000 円／t 　根株 -
　角材 22,000 円／ｔ 　角材 20,000 円／t 　角材 20,000 円／t 　角材 18,000 円／t
　板材 22,000 円／ｔ 　板材 20,000 円／t 　板材 20,000 円／t 　板材 18,000 円／t

1.受入規制 県内に限る 1.受入規制 なし 1.受入規制 なし 1.受入規制 なし
2. 大寸法 なし 2. 大寸法 なし 2. 大寸法 なし 2. 大寸法 なし
3.その他 なし 3.その他 なし 3.その他 なし 3.その他 なし

（石川県）　第01721076680号 （石川県）　第01723108537号 （石川県）　第01721079606号 （石川県）　第01727030963号

9時00分～16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

会社指定日 日曜日 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日土曜日、日曜日、祝祭日

中間処理　（破砕）

(有）ラックス （株）家村商店（株）中部資源再開発（株）稲岡運輸

中間処理　（破砕）

02-1402-1302-11

中間処理　（破砕） 中間処理　（破砕）

02-12



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

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

〒923-0603 〒920-0211 〒928-0326 〒920-0211

鳳珠郡能登町字布浦ｺ字21番地1 金沢市湊1-55-16 鳳珠郡能登町斉和の部3 金沢市湊1-55-16

0768-72-2125 076-238-3262 0768-76-8050 076-238-3262

〒923-0345 〒920-2103 〒928-0324 〒923-0061

鳳珠郡能登町字布浦ﾀ字20 白山市小柳町ﾇ3-3 鳳珠郡能登町中斉1字34-1 小松市国府台5-34-1

0768-72-2003 076-272-3020 0768-76-8050 0761-47-7233

建設発生木材 建設発生木材 建設発生木材 建設発生木材
　幹 65,000 円／台 　幹 40,000 円／t 　幹 65,000 円／台 　幹 40,000 円／t
　枝葉 65,000 円／台 　枝葉 35,000 円／t 　枝葉 65,000 円／台 　枝葉 35,000 円／t
　根株 65,000 円／台 　根株 40,000 円／t 　根株 65,000 円／台 　根株 40,000 円／t
　角材 22,000 円／t 　角材 20,000 円／t 　角材 18,000 円／ｔ 　角材 20,000 円／t
　板材 22,000 円／t 　板材 20,000 円／t 　板材 18,000 円／ｔ 　板材 20,000 円／t
台は10t車一台当たりの単価 台は10t車一台当たりの単価

1.受入規制 なし 1.受入規制 なし 1.受入規制 県内に限る 1.受入規制 なし
2. 大寸法 なし 2. 大寸法 なし 2. 大寸法 なし 2. 大寸法 なし
3.その他 なし 3.その他 なし 3.その他 なし 3.その他 なし

（石川県）　第01720155034号 （石川県）　第01721079606号 （石川県）　第01728058545号 （石川県）　第01721079606号

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

第2・4土曜日、日曜日、会社指定日 日曜日 第2・4土曜日、日曜日 日曜日

中間処理　（破砕）中間処理（破砕、堆肥化）

（株）サンライフ

51-3

（株）中部資源再開発

53-504-5

（株）中部資源再開発

54-8

中間処理　（破砕）

能登リサイクル協同組合

中間処理　（破砕）



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

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

〒923-0965 〒920-0211

小松市串町甲84-1 金沢市湊1-55-16

0761-46-1313 076-238-3262

〒923-0994 〒927-0324

小松市工業団地2-1-1 鳳珠郡能登町字太田原ﾇ6-1

0761-46-1313（事務所） 0768-67-2214

建設発生木材 建設発生木材
　幹 30,000 円／t 　幹 40,000 円／t
　枝葉 80,000 円／t 　枝葉 35,000 円／t
　根株 45,000 円／t 　根株 40,000 円／t
　角材 25,000 円／t 　角材 15,000 円／t
　板材 20,000 円／t 　板材 22,000 円／t

1.受入規制 なし 1.受入規制 なし
2. 大寸法 なし 2. 大寸法 なし
3.その他 異物混入不可 3.その他 なし

（石川県）　第01726033284号 （石川県）　第01721079606号

8時30分～16時30分 8時00分～17時00分

第2土曜日、日曜日 日曜日

（株）中部資源再開発

中間処理　（破砕、積替保管）

53-5

（有）ショーケン産業

54-9

中間処理　（破砕）



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 〒929-0326 〒929-1103 〒926-0854

河北郡津幡町字清水ﾁ348-3 かほく市谷ｳ3番地 七尾市なぎの浦147

電話 076-288-3955 076-285-1240 0767-53-2173

処理場所在地 〒929-0411 〒929-1103 〒926-2217

河北郡津幡町興津キ29外50筆 かほく市谷ｳ3番地 七尾市中島町鹿島台い24番2

電話 076-288-3955(事務所） 076-285-1240 0767-53-2173（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 2,000 円／m

3

受入基準 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

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

備考

七尾鹿島建設業協同組合

02-1901-32 01-31

産業廃棄物の
混入不可

なし

（有）勝商事河北郡市環境整備事業協同組合

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。

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。

非組合員は500円/m
3
加算

１㎥当たり1.6ｔで換算

県内に限る



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

電話

処理場所在地

電話

受入価格

受入基準

処理方法

処理区分

受入時間

受入休止日

備考

〒927-1214 〒928-0325 〒922-0857

珠洲市飯田町1-1-9 鳳珠郡能登町字神和住ヌ部40番地 加賀市永井町4-20-2

0768-82-0604 0768-76-1873 0761-73-8831

〒927-1452 〒928-0325 〒922-0857

珠洲市三崎町粟津地内 鳳珠郡能登町字神和住地内 加賀市永井町4-10-6

0768-82-0604（事務所） 0768-76-1873（事務所） 0761-73-8831（事務所）

建設発生土 1,500 円／m
3

建設発生土 1,600 円／m
3

建設発生土 1,600 円／m
3

1.受入規制 1.受入規制 廃棄物混入不可 1.受入規制 異物混入不可

埋立処分 埋立処分 改良土で転用

8時00分～17時00分（冬期1～3月に限る） 8時00分～17時00分 8時00分～17時00分

第２・４土曜日、日曜日、祝祭日 日曜日 日曜日

県外に限る

事前協議で休止日の受入も可能。

04-5

珠洲建設業協同組合

53-1 54-2

聖城運輸（株）

 改良土転用不可の場合埋立処分

（有）さくら商事




