
設置年月日

処理能力

選別施設（燃え殻、汚泥、廃プラスチック類（※）紙くず、木くず、繊維
くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を
除く）及び陶磁器くず（※）鉱さい、がれき類（※）、ばいじん）
（※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く）

施設の種類

造粒固化施設（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）

設置年月日 平成28年1月15日

施設の種類

設置年月日

混錬固化施設（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）

平成27年12月10日

施設の種類

構造及び概要
振動式粒度選別機：鋼製、バイブレーティング、粒度スクリーン
電気式吊下選別機：鋼製、電磁式マグネット、吊下コンベア

処理方法
振動式粒度選別　　：振動篩機による粒度選別
電気式吊下選別　　：磁力による鉄片・鉄塊の選別

施設の種類

保管施設１（燃え殻、汚泥、廃プラスチック類（※）紙くず、木くず、繊
維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類
を除く）及び陶磁器くず（※）鉱さい、がれき類（※）、ばいじん）
（※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く）

保管能力 保管面積３６．００㎡　容積８１．００㎥　最高高さ３．０ｍ

事業の用に供する施設ごとの種類、処理能力、処理方式並びに構造及設備の概要
エコプラネット富士

５４０㎥／日（１２時間）45㎥／時間

平成27年12月10日

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4837番21

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4840番

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4825番1

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4840番1

設置場所
設置年月日
当該施設の種類
処理する産業廃棄物の種類
処理能力
処理方式
構造、施設の概要

構造及び概要 ㈱北川鉄工所製　ペレガイヤVZ500F

処理能力

燃え殻　　　　３４２．０ｔ／日（１２時間）２８．５ｔ／時間
汚泥　　　　　３３０．０ｔ／日（１２時間）２７．５ｔ／時間
鉱さい　　　　５７９．０ｔ／日（１２時間）４８．２ｔ／時間
ばいじん　　　３７８．０ｔ／日（１２時間）３１．５ｔ／時間

構造及び概要 ㈱北川鉄工所製　ミキシングロボMR-1350Q

処理方法 コンクリートミキサ

処理能力

燃え殻　　　　　６１．３ｔ／日（１２時間）　５．１ｔ／時間
汚泥　　　　　　６０．６ｔ／日（１２時間）　５．０ｔ／時間
鉱さい　　　　　６０．９ｔ／日（１２時間）　５．０ｔ／時間
ばいじん　　　　６１．３ｔ／日（１２時間）　５．１ｔ／時間

処理方法 混錬造粒機



設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4840番1

保管能力 保管面積１８．００㎡　容積４０．５０㎥　最高高さ３．０ｍ

保管施設２（燃え殻、ばいじん）

施設の種類 保管施設３（汚泥）

施設の種類

保管施設５（燃え殻、汚泥、廃プラスチック類（※）紙くず、木くず、繊
維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類
を除く）及び陶磁器くず（※）鉱さい、がれき類（※）、ばいじん）
（※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く）

保管能力 保管面積２７．９０㎡　容積６３．４５㎥　最高高さ３．０ｍ

施設の種類

保管施設６（燃え殻、汚泥、廃プラスチック類（※）紙くず、木くず、繊
維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類
を除く）及び陶磁器くず（※）鉱さい、がれき類（※）、ばいじん）
（※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く）

保管能力 保管面積１８．００㎡　容積４０．５０㎥　最高高さ３．０ｍ

施設の種類 保管施設４（鉱さい）

保管能力 保管面積１８．００㎡　容積４０．５０㎥　最高高さ３．０ｍ

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4840番1

施設の種類

保管施設１１（廃プラスチック類（※）紙くず、木くず、繊維くず、ゴム
くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を除く）及び
陶磁器くず（※）、がれき類（※））
（※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く）

保管能力 容量：１．１４㎥※フレキシブルコンテナ

保管能力 保管面積２７．００㎡　容積５４．００㎥　最高高さ２．０ｍ

施設の種類

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4837番21

保管施設１０（廃プラスチック類（※）紙くず、木くず、繊維くず、ゴム
くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を除く）及び
陶磁器くず（※）、がれき類（※））
（※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く）

保管能力 容量：１．１４㎥※フレキシブルコンテナ

施設の種類 保管施設８（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）

保管能力 保管面積１３．５０㎡　容積２７．００㎥　最高高さ３．０ｍ

施設の種類 保管施設９（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）

保管能力 保管面積２7．９０㎡　容積６３．４５㎥　最高高さ３．０ｍ

施設の種類 保管施設７（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）

保管能力 保管面積６６．０１㎡　容積１５７．００㎥　最高高さ３．０ｍ

施設の種類

設置場所
設置年月日
当該施設の種類
処理する産業廃棄物の種類
処理能力
処理方式
構造、施設の概要



設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4837番21

保管能力 容量：１．１４㎥※フレキシブルコンテナ

施設の種類

保管施設１３（廃プラスチック類（※）紙くず、木くず、繊維くず、ゴム
くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を除く）及び
陶磁器くず（※）、がれき類（※））
（※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く）

保管能力 容量：１．１４㎥※フレキシブルコンテナ

施設の種類

保管施設１２（廃プラスチック類（※）紙くず、木くず、繊維くず、ゴム
くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を除く）及び
陶磁器くず（※）、がれき類（※））
（※印のあるものは、石綿含有産業廃棄物を除く）

設置場所
設置年月日
当該施設の種類
処理する産業廃棄物の種類
処理能力
処理方式
構造、施設の概要



事業の用に供する施設ごとの種類、処理能力、処理方式並びに構造及設備の概要
エコプラネット富士（特別管理産業廃棄物）

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4837番21

施設の種類及
び特別管理産
業廃棄物の種
類

混錬・固化施設（コンクリート固型化施設）
特別管理産業廃棄物（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）
（詳細は一覧表のとおり）

設置年月日 平成27年12月10日

処理能力

（混錬固化）
燃え殻　　　　３４２．０ｔ／日（１２時間）２８．５ｔ／時間
汚泥　　　　　３３０．０ｔ／日（１２時間）２７．５ｔ／時間
鉱さい　　　　５７９．０ｔ／日（１２時間）４８．２ｔ／時間
ばいじん　　　３７８．０ｔ／日（１２時間）３１．５ｔ／時間
（コンリート固型化）
燃え殻　　　　　９２．０ｔ／日（１２時間）　７．６ｔ／時間
汚泥　　　　　　８９．０ｔ／日（１２時間）　７．４ｔ／時間
鉱さい　　　　１５６．０ｔ／日（１２時間）１３．０ｔ／時間
ばいじん　　　１０２．０ｔ／日（１２時間）　８．５ｔ／時間

処理能力

燃え殻　　　　　６１．３ｔ／日（１２時間）　５．１ｔ／時間
汚泥　　　　　　６０．６ｔ／日（１２時間）　５．０ｔ／時間
鉱さい　　　　　６０．９ｔ／日（１２時間）　５．０ｔ／時間
ばいじん　　　　６１．３ｔ／日（１２時間）　５．１ｔ／時間

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4825番1

施設の種類及
び特別管理産
業廃棄物の種
類

造粒・固化施設
特別管理産業廃棄物（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）
（詳細は一覧表のとおり）

設置年月日 平成28年1月15日

許可年月日 平成26年12月2日

処理方法 コンクリートミキサ

処理方法

許可年月日 平成26年12月2日

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4840番1

施設の種類 保管施設１（燃え殻、ばいじん）

保管能力 保管面積１３．５０㎡　容積２７．００㎥　最高高さ３．０ｍ

混錬造粒機

構造及び概要 ㈱北川鉄工所製　ペレガイヤVZ500F

設置場所
設置年月日
当該施設の種類
処理する産業廃棄物の種類
処理能力
処理方式
構造、施設の概要

第２６５号許可番号

構造及び概要 ㈱北川鉄工所製　ミキシングロボMR-1350Q



設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4840番1

一覧表

（注）表中の『〇』は取り扱う事の出来るものを『－』はできない物を示す。

保管施設５（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）

施設の種類 保管施設２（汚泥）
保管能力 保管面積１３．５０㎡　容積２７．００㎥　最高高さ３．０ｍ

施設の種類 保管施設３（鉱さい）

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4840番1

保管能力 保管面積６６．０１㎡　容積１５７．００㎥　最高高さ３．０ｍ

保管能力 保管面積１３．５０㎡　容積２７．００㎥　最高高さ３．０ｍ

施設の種類 保管施設４（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）
保管能力 保管面積１３．５０㎡　容積２７．００㎥　最高高さ３．０ｍ

保管能力 保管面積２７．９０㎡　容積６３．４５㎥　最高高さ３．０ｍ

施設の種類 保管施設６（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）
保管能力 保管面積２７．９０㎡　容積６３．４５㎥　最高高さ３．０ｍ

施設の種類 保管施設７（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）
保管能力 保管面積２７．９０㎡　容積６３．４５㎥　最高高さ３．０ｍ

設置場所：山梨県富士吉田市上吉田4837番21
施設の種類 保管施設８（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）

施設の種類

保管能力 保管面積２７．００㎡　容積５４．００㎥　最高高さ３．０ｍ

　　　特別管理産業廃棄物の種類

有害物質名

鉱
さ
い

ば
い
じ
ん

燃
え
殻

汚
泥

施設の種類 保管施設９（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）
保管能力 保管面積１３．５０㎡　容積２７．００㎥　最高高さ３．０ｍ

施設の種類 保管施設１０（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん）

〇

〇

〇

〇

〇

－

〇

水銀又はその化合物

カドミウム又はその化合物

鉛又はその化合物

六価クロム化合物

砒素又はその化合物

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 － 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

－ － 〇シアン化合物

セレン又はしに化合物

設置場所
設置年月日
当該施設の種類
処理する産業廃棄物の種類
処理能力
処理方式
構造、施設の概要



事業の用に供する施設ごとの種類、処理能力、処理方式並びに構造及設備の概要
エコプラネット長野

廃プラスチック類4.99ｔ/日（0.618ｔ/時：稼働時間8時間）

設置場所
設置年月日
当該施設の種類
処理する産業廃棄物の種類
処理能力
処理方式
構造、施設の概要

設置年月日 平成23年3月22日

設置場所：長野県長野市松岡二丁目4番40号

施設の種類及
び産業廃棄物
の種類

破砕施設（前処理としての選別処理を含む。）
産業廃棄物（廃プラスチック類（特別管理産業廃棄物であるものを除
く。））

処理能力

平成23年3月22日

処理能力

廃プラスチック類2.03ｔ/日、ゴムくず1.44ｔ/日、金属くず0.90ｔ/日
ガラスくず類2.14ｔ/日、紙くず2.86ｔ/日、木くず2.26ｔ/日、
繊維くず2.03ｔ/日、がれき類2.26ｔ/日
　（以上いずれも稼働時間8時間）

設置場所：長野県長野市松岡二丁目4番40号

施設の種類及
び管理産業廃
棄物の種類

圧縮・結束施設（前処理としての選別処理を含む。）
産業廃棄物（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず類、
（以上いずれも、特別管理産業廃棄物であるものを除く。）紙くず、木く
ず、繊維くず、がれき類（以上いずれも特定有害産業廃棄物であるものを
除く。）

設置年月日 平成23年3月22日

処理能力 処理能力　６４ｔ／日（８ｔ／時：稼働時間８時間）

設置場所：長野県長野市松岡二丁目4番40号

施設の種類及
び産業廃棄物
の種類

破砕施設（前処理としての選別処理を含む。）
産業廃棄物（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず類、
（以上いずれも、特別管理産業廃棄物であるものを除く。）紙くず、木く
ず、繊維くず、がれき類（以上いずれも特定有害産業廃棄物であるものを
除く。）

設置年月日
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