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1 ㈱中村材木店 鶴見区市場大和町5-20 焼却炉 既設 休止 運転実績なし
2 ㈱ツルミコール 鶴見区寛政町25-3 焼却炉 <2t 既設 未稼働 － － － 対象施設なし 運転実績なし
3 ＪＦＥ環境㈱ 鶴見区弁天町3-1 焼却炉 <2t 既設 H17.5.19 0.00064 － － － 合流 H17.4.14 脱水ケーキ 0.00018 １回目

H17.9.22 0.00079 H17.8.8 脱水ケーキ 0.0000053 ２回目
H17.11.24 0.000068 H17.10.13 脱水ケーキ 0.0000076 ３回目
H17.3.31 0.0031 H18.2.7 脱水ケーキ 0.000019 ４回目

焼却炉 <2t 既設 H17.5.19 0.00058 ※1･2号炉共通
H17.11.24 0.000064
H17.11.24 0.00049
H18.3.31 0.0014

4 ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所 鶴見区扇島1-1 焼却炉 ≧4t 既設 H17.11.22 0.39 － － － 対象施設なし H17.5.18 ばいじん 1.3 飛灰
H17.5.18 燃え殻 0.000008 粗焼スラッジ
H17.5.18 燃え殻 0.0036 焼スラッジ

5 末広木材㈱ 鶴見区寛政町22-21 焼却炉 <2t 新設 H17.5.19 2.7 － － － 対象施設なし H18.3.16 焼却灰 0.008
6 横浜市環境創造局　北部第二水再生センター 鶴見区末広町1-6-8 焼却炉 ≧4t 既設 H17.10.4 0.0000038  既設(下水) H17.9.12 0.12 H17.10.4 焼却灰 0

焼却炉 ≧4t 既設 H17.10.3 0.0000048 H17.10.3 焼却灰 0
焼却炉 ≧4t 既設 H17.12.19 0.0000024 H17.12.19 焼却灰 0
焼却炉 ≧4t 既設 H17.12.20 0.00018 H17.12.20 焼却灰 0
焼却炉 未稼働 運転実績なし

7 横浜市資源循環局鶴見工場 鶴見区末広町1-15-1 焼却炉 ≧4t 既設 H17.6.9 0.0017 既設 H17.6.15 0.84 No.1雨水排水口 H17.6.9 焼却灰 0.021
H17.6.15 0.50 No.2雨水排水口 H17.6.9 ばいじん処理物 0.50

焼却炉 ≧4t 既設 H17.6.10 0.011 H17.6.15 1.3 No.3雨水排水口 H17.6.10 焼却灰 0.035
H17.6.15 0.93 No.4雨水排水口 H17.6.10 ばいじん処理物 0.80

焼却炉 ≧4t 既設 H17.9.1 0.004 H17.9.1 焼却灰 0.039
H17.9.1 ばいじん処理物 0.87

8 ＪＦＥエンジニアリング㈱鶴見事業所 鶴見工場 鶴見区末広町2-1 焼却炉 <2t 既設 未稼働 － － － 対象施設なし
焼却炉 <2t 既設 未稼働
焼却炉 <2t 既設 未稼働
焼却炉 <2t 新設 廃止
焼却炉 <2t 新設 未稼働
焼却炉 新設

9 ㈱東芝 京浜事業所 入船分工場 鶴見区寛政町20-1 焼却炉 <2t 既設 廃止 － － － 合流
10 日産自動車㈱横浜工場 ３地区 鶴見区大黒町6-1 ｱﾙﾐ溶解炉 3.5t 既設 H17.11.22 0.028 既設 H17.9.13 0.003 廃棄物発生なし

ｱﾙﾐ溶解炉 3t 既設 H17.5.16 0.061
ｱﾙﾐ乾燥炉 0.5t 既設 H17.12.1 0.037

11 東京電力㈱西火力事業所横浜火力発電所 鶴見区大黒町11-1 焼却炉 <2t 新設 未稼働 既設 H17.11.8 0.012
12 明発工業㈱ 神奈川区羽沢町526 焼却炉 <2t 既設 未稼働 － － － 対象施設なし
13 財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 西区みなとみらい三丁目7-3 焼却炉 休止
14 ㈲大和屋材木店 中区大平町１  焼却炉 休止
15 神奈川県立看護教育大学校 中区根岸町2-85-2  焼却炉 休止
16 横浜法務合同庁舎 中区日本大通9 焼却炉 休止
17 三菱重工業㈱横浜製作所 本牧工場 中区錦町12 焼却炉 <2t 新設 H18.2.28 0.13  既設(共同処理) H17.9.14 0.38 H18.2.28 ばいじん 0.037
18 横浜綿布工業㈱ 南区南太田4-36-18 焼却炉 <2t 既設 H17.12.2 0.26 － － － 対象施設なし
19 ㈲稲村建具 港南区上永谷町4611-103 焼却炉 <2t 既設 廃止 － － ﾀﾞｲｵｷｼﾝ系の排水なし
20 横浜市資源循環局港南工場 港南区港南台8-4-41 焼却炉 ≧4t 既設 H17.6.6 0.15 既設 H17.7.4 0.88 No.1雨水排水口 H17.6.16 焼却灰 0.0086

H17.6.16 ばいじん処理物 1.1
焼却炉 ≧4t 既設 H17.7.21 0.21 H17.7.4 0.55 No.3雨水排水口 H17.7.21 焼却灰 0.0024

H17.7.21 ばいじん処理物 1.5
焼却炉 ≧4t 既設 H17.11.17 0.23 H17.11.17 焼却灰 0.0023

H17.11.17 ばいじん処理物 1.8
21 横浜刑務所 港南区港南4-2-2  焼却炉 休止
22 内野工務店 保土ケ谷区坂本町138  焼却炉 休止
23 特別養護老人ホームかわしまホーム 保土ケ谷区川島町1514-2 焼却炉 休止
24 (財)育生会横浜病院 保土ケ谷区狩場町200-7 焼却炉 休止
25 横浜市資源循環局保土ケ谷工場 保土ケ谷区狩場町355 焼却炉 ≧4t 既設 H17.5.18 0.019 既設 H17.7.4 0.27 H17.5.18 焼却灰 0.0083

H17.5.18 ばいじん処理物 0.53
焼却炉 ≧4t 既設 H17.7.7 0.04 H17.7.7 焼却灰 0.0053

H17.7.7 ばいじん処理物 0.33
焼却炉 ≧4t 既設 H18.2.23 0.0069 H18.2.23 焼却灰 0.017

H18.2.23 ばいじん処理物 0.38
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26 ㈱高橋工務店 保土ケ谷区東川島町63-3  焼却炉 休止
27 社団法人 程ヶ谷カントリー倶楽部 旭区上川井町1324 焼却炉 <2t 既設 H17.12.2 0.16 － － － 対象施設なし H17.12.2 焼却灰 0.0026

H17.12.2 ばいじん 0.02
28 横浜市資源循環局旭工場 旭区白根2-8-1 焼却炉 ≧4t 既設 H17.10.12 0.0000084 既設 H17.6.23 0.013 H17.10.12 焼却灰 0.0056

H17.10.12 ばいじん処理物 0.36
焼却炉 ≧4t 既設 H17.6.23 0.00014 H17.6.23 焼却灰 0.011

H17.6.23 ばいじん処理物 0.19
焼却炉 ≧4t 既設 H17.6.24 0.000033 H17.6.24 焼却灰 0.012

H17.6.24 ばいじん処理物 0.17
29 早川木材㈱ 旭区市沢町1058 焼却炉 <2t 既設 H17.5.20 0.021 － － － 対象施設なし H17.5.20 焼却灰 0
30 石川島播磨重工業㈱技術開発本部 磯子区新中原町1 焼却炉 休止 既設 H17.9.16 0.044 運転実績なし

焼却炉 休止 運転実績なし
焼却炉 <2t 既設 未稼働 運転実績なし
焼却炉 2～4t 既設 未稼働 運転実績なし
焼却炉 <2t 新設 未稼働 運転実績なし

31 農林水産省動物検疫所 磯子区原町11-1 焼却炉 <2t 既設 測定不能報告 － － － 対象施設なし
焼却炉 <2t 既設 H17.12.20 0.17 焼却灰 0.000071

ばいじん 0.44
32 日清オイリオグループ㈱横浜磯子事業場 磯子区新森町１ 焼却炉 <2t 既設 H17.10.26 0.011 既設 H17.10.31 0.00084 H17.10.27 もえがら 0.0099

H17.10.27 ばいじん 0.15
33 ㈲ハウス渡辺 磯子区峰町630  焼却炉 休止
34 横浜南税務署 金沢区並木三丁目2-9 焼却炉 休止
35 横浜市資源循環局金沢工場 金沢区幸浦2-7-1 焼却炉 ≧4t 既設 H17.5.26 0.00026 既設 H17.8.25 1.2 No.1雨水排水口 H17.5.26 焼却灰 0.0038

H17.5.26 ばいじん処理物 0.51
焼却炉 ≧4t 既設 H17.5.27 0.00021 H17.8.25 0.96 No.2雨水排水口 H17.5.27 焼却灰 0.0028

H17.5.27 ばいじん処理物 0.26
焼却炉 ≧4t 既設 H17.7.14 0.00045 H17.9.5 0.24 No.3雨水排水口 H17.7.14 焼却灰 0.018

H17.7.14 ばいじん処理物 0.55
焼却炉 2～4t 既設 排出ガスなし H17.9.5 0.19 No.4雨水排水口 － － － 灰溶融炉

36 松本建設㈱アーバンプラントマツモト 金沢区福浦1-15-7 焼却炉 <2t 既設 未稼働 － － － 対象施設なし もえがら
ばいじん

37 横浜市環境創造局　金沢水再生センター 金沢区幸浦1-17 焼却炉 ≧4t 既設 未稼働  既設(下水) H17.10.24 0.10 運転実績なし
焼却炉 ≧4t 既設 H17.12.12 0.00031 H17.12.12 焼却灰 0
焼却炉 ≧4t 既設 H17.10.28 0.0000 H17.10.28 焼却灰 0
焼却炉 ≧4t 既設 H17.12.13 0.0000049 H17.12.13 焼却灰 0

38 三友プラントサービス㈱横浜工場 金沢区幸浦2-5-3 焼却炉 <2t 既設 H17.6.24 0.087 既設 H17.6.17 0.048 H17.6.24 もえがら 0
H17.8.4 0.078 H17.9.12 0.20

39 宗教法人 持明院 金沢区富岡東五丁目8-34  焼却炉 休止
40 三菱重工業㈱横浜製作所 金沢工場 金沢区幸浦1-8-1 焼却炉 <2t 既設 未稼働 既設 － － ﾀﾞｲｵｷｼﾝ系の排水なし 運転実績なし

焼却炉 <2t 既設 未稼働
焼却炉 <2t 既設 未稼働
焼却炉 <2t 新設 未稼働
焼却炉 <2t 新設 未稼働
焼却炉 <2t 新設 未稼働

41 岩野建設㈱金沢営業所 金沢区鳥浜町13-12  焼却炉 休止
42 アマノ㈱ 港北区大豆戸町275 焼却炉 <2t 既設 H17.11.25 0.00014 － － － 対象施設なし H17.12.28 焼却灰 0.00018

H17.12.28 ばいじん 0.14
43 慶應義塾日吉事務室(高等学校) 港北区日吉四丁目1-1  焼却炉 休止

焼却炉 休止
44 明治製菓㈱横浜研究所 港北区師岡町760 焼却炉 <2t 既設 休止 － － － 対象施設なし 焼却灰
45 ㈱キヨヒサ 港北区新羽町1204 焼却炉 休止
46 港北土木事務所 港北区太尾町1869 焼却炉 休止
47 ㈱浅川製作所 横浜工場 港北区新羽町1261 焼却炉 <2t 既設 H17.3.7 0.76 － － － 対象施設なし 焼却灰
48 ㈲畑中建設 港北区樽町3-1-17 焼却炉 <2t 既設 未稼働 － － － 対象施設なし
49 ㈲久光興業 緑区十日市場町895-10 焼却炉 休止
50 近代建設㈱長津田資材センター 緑区長津田町2677-4 焼却炉 <2t 既設 未報告 － － － 対象施設なし 焼却灰
51 ㈱半田建装 青葉区寺家町242-1 焼却炉 休止
52 カリタス女子短期大学 青葉区あざみ野2-29-1  焼却炉 休止
53 (合)佐藤工務店 泉区中田北3-16-4 焼却炉 <2t 既設 未稼働 － － － 対象施設なし
54 ㈱七和工務店 泉区中田北3-1-19 焼却炉 <2t 新設 H17.10.31 0.039 － － － 対象施設なし H17.10.31 焼却灰 0.0005
55 裕知装設㈱ 泉区和泉町7640-6  焼却炉 休止
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56 斉藤工務店 泉区和泉町6545 焼却炉 <2t 既設 廃止 － － － 対象施設なし
57 生駒造園土木㈱ 戸塚区小雀町1956-1 焼却炉 <2t 既設 H17.5.18 0.057 － － － 対象施設なし H17.5.18 焼却灰 0
58 日本ポリウレタン工業㈱総合技術研究所 戸塚区秋葉町440 焼却炉 <2t 既設 H17.10.13 0.001 － － － 対象施設なし H17.10.13 焼却灰 0.11

H17.10.13 ばいじん 0.29
59 横浜市戸塚斎場 戸塚区鳥が丘10-5 焼却炉 <2t 既設 H17.7.28 0.012 － － － 対象施設なし H17.7.28 集じん灰 0.32

H17.7.28 焼却灰 0.00052
焼却炉 <2t 既設 H17.7.28 0.042 H17.7.28 集じん灰 0.26

H17.7.28 焼却灰 0.000065
60 ㈱一吉建設 焼却炉 休止
61 ＢＡＳＦコーティングス㈱戸塚工場 戸塚区下倉田町296 焼却炉 <2t 既設 H17.10.5 0.017 － － － 合流 H17.10.6 焼却灰 0.052

H17.10.6 ばいじん 0.00049
62 ㈱イー　シィー　ジェイ 戸塚区深谷町1881 焼却炉 <2t 既設 未報告 － － － 対象施設なし 焼却灰
63 横浜市消防訓練センター 戸塚区深谷町777 焼却炉 休止

焼却炉 休止
64 医療法人社団 三友会 戸塚中央病院 戸塚区上矢部町1679  焼却炉 休止
65 ㈲浅和建設 瀬谷区阿久和西四丁目22  焼却炉 休止
66 ㈱東光 産業廃棄物中間処理(焼却)場 瀬谷区北町12-1 焼却炉 2～4t 既設 H17.11.8 5.0 － － － 対象施設なし ばいじん

H18.3.9 1.2 もえがら
焼却炉 2～4t 既設 H17.11.8 0.73

H18.3.9 0.77 1,2号共通
67 アサヒプリテック㈱ 瀬谷区北町12-25 焼却炉 <2t 新設 H17.5.20 1.7 － － － 対象施設なし H17.7.20 焼却灰 1.1

H17.7.20 ばいじん 0.94
68 共栄縫製㈱ 瀬谷区宮沢町3-22-3 焼却炉 <2t 既設 休止 － － － 対象施設なし
69 ㈱松本工務店 都筑区中川町  焼却炉 休止 3,4系 － － －
70 ㈱デスポ池辺工場 都筑区池辺町3970 焼却炉 2～4t 既設 H17.10.27 1.8 － － － 合流 H18.1.5 もえがら 0.000017

H18.1.5 ばいじん 0.024
71 山崎製パン㈱横浜第二工場 都筑区東方町188 焼却炉 <2t 既設 H17.8.23 1.1 － － － 対象施設なし H17.8.25 焼却灰 0.025

H17.8.23 ばいじん 0.74
72 ㈱ＤＮＰテクノパック横浜 都筑区池辺町3500 焼却炉 <2t 既設 H17.7.5 0.00022 － － － 対象施設なし H17.7.5 ばいじん 0.072

H17.7.5 もえがら 0.000006
73 横浜車輌工業㈱ 都筑区東方町427  焼却炉 既設 休止
74 横浜市資源循環局都筑工場 都筑区平台27-1 焼却炉 ≧4t 既設 H17.6.30 0.016 既設 H17.6.30 0.085 No.1雨水排水口 H17.6.30 焼却灰 0.043

H17.6.30 ばいじん処理物 1.1
焼却炉 ≧4t 既設 H17.7.1 0.0048 H17.6.30 3.1 No.2雨水排水口 H17.7.1 焼却灰 0.11

H17.7.1 ばいじん処理物 1.7
焼却炉 ≧4t 既設 H18.3.30 0.046 H17.6.30 0.56 No.3雨水排水口 H18.3.30 焼却灰 0.015

H18.3.30 ばいじん処理物 1.8
75 西濃運輸㈱ 横浜支店 都筑区川向町982  焼却炉 休止
76 ㈱浅川製作所 川和工場 都筑区川和町561 焼却炉 <2t 既設 H17.3.18 5.1 － － － 対象施設なし 焼却灰
77 ㈲関根工務店 都筑区東山田町1421 焼却炉 <2t 既設 未報告 － － － 対象施設なし
78 板橋運輸産業㈱ 都筑区東山田町212-1 焼却炉 <2t 既設 H17.2.2 0.00036 － － － 対象施設なし 焼却灰
79 ＴＥＰＣＯ横浜リサイクルセンター 鶴見区大黒町11-1 排水 対象施設なし  既設(PCB分解) H17.9.15 0.00039 － － － 対象施設なし
80 横浜市環境創造局　 神奈川水再生センター 神奈川区千若町1-1 排水 対象施設なし 既設 H17.10.25 0.053 － － － 対象施設なし
81 横浜市環境創造局　 港北水再生センター 港北区太尾町1805 排水 対象施設なし 既設 H17.11.25 0.032 北側 － － － 対象施設なし

H17.11.25 0.050 中央 － － －
H17.11.25 0.021 南側 － － －

82 横浜市環境創造局　 栄第一水再生センター 栄区小菅ヶ谷2-5-1 排水 対象施設なし 外 A系 － － － 対象施設なし
B系 － － －

83 横浜市環境創造局　 栄第二水再生センター 栄区長沼町82 対象施設なし 既設 H17.9.27 0.060 － － － 対象施設なし
84 神奈川合同アセチレン㈱ 瀬谷区目黒町８－５ 排水 対象施設なし  既設(ｱｾﾁﾚﾝ洗浄) H18.2.17 0.012 － － － 対象施設なし
85 横浜市環境創造局　 都筑水再生センター 都筑区佐江戸町25 排水 対象施設なし 既設 H17.10.17 0.033 1,2系 － － － 対象施設なし

H17.10.17 0.13 3,4系
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