
保管施設

1 北海道 札幌市 中沼プラスチック選別センター 25,526
容器包装リサイクル推
進施設

プラスチック 1 293 0 2000 委託
札幌市リサイクル（工
業）団地内

2 北海道 稚内市 リサイクルセンター 3,493 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,ペットボト
ル,プラスチック 17 90 126 1998 委託 市街地の南端の樹林地域

3 北海道 恵庭市 恵庭市リサイクルセンター 3,063 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,その他資源ご
み,ペットボトル,プラスチック 12 455 0 2000 委託 郊外の樹林地域

4 宮城県
宮城東部衛生処
理組合

宮城東部衛生処理センター資源
物分別施設

3,057 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,ペットボト
ル,プラスチック

9 54 97 1994 委託 川と畑に挟まれた地域

5 宮城県
仙南地域広域行
政事務組合

仙南地域広域行政事務組合仙南
リサイクルセンター

4,666
容器包装リサイクル推
進施設

金属類,ガラス類,その他資源ごみ,
ペットボトル,プラスチック 5 164 0 1989 委託 畑及び樹林地域

6 福島県 いわき市
いわき市リサイクルプラザクリ
ンピーの家ストックヤード

9,560 ストックヤード
金属類,ガラス類,ペットボトル,プラ
スチック 6 479 0 1997 一部委託 谷筋の樹林地域

7 茨城県 ひたちなか市
ひたちなか市資源リサイクルセ
ンター

7,428 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,ペットボト
ル,プラスチック,布類 13 111 492 1994 委託 樹林地

8 茨城県
龍ケ崎地方塵芥
処理組合

くりーんプラザ・龍 4,023 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,その他資源ご
み,ペットボトル,プラスチック,布類 22 712 0 1999 直営 樹林及び畑

9 群馬県 前橋市 前橋市荻窪清掃工場 4,075
容器包装リサイクル推
進施設

金属類,ガラス類,プラスチック 3 75 404 1993 一部委託 樹林、畑、住宅が混在

10 群馬県 館林市 館林市清掃センター 3,509
容器包装リサイクル推
進施設

紙類,金属類,プラスチック 6 325 138 2004 直営
工場、畑、住宅の点在地
域

11 埼玉県 さいたま市
さいたま市東部リサイクルセン
ター

6,004 ストックヤード
金属類,ガラス類,ペットボトル,プラ
スチック 4 180 315 1993 委託

畑に囲まれた地域、高校
が隣接

12 埼玉県 川越市
川越市資源化センターストック
ヤード

5,710 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,その他資源ご
み,プラスチック,その他 29 1,495 0 2010 委託 畑に囲まれた地域

13 埼玉県 川口市 川口市リサイクルプラザ 18,230 その他
紙類,金属類,ガラス類,その他資源ご
み,ペットボトル,プラスチック,布類 9 1,053 0 2002 直営

河岸の工場、商業施設の
多い地域

14 埼玉県 東松山市 西本宿不燃物等埋立地 3,028 ストックヤード
金属類,ガラス類,ペットボトル,プラ
スチック 4 0 303 1997 委託 畑、住宅の点在する地域

15 埼玉県 越谷市
越谷市リサイクルプラザ資源化
施設

3,163
容器包装リサイクル推
進施設

金属類,ガラス類,その他資源ごみ 6 106 0 2006 委託 畑、住宅の点在する地域

16 埼玉県 幸手市 幸手市ひばりヶ丘桜泉園 3,627 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,ペットボト
ル,プラスチック,布類 11 0 564 1997 委託 河岸の工場地域

17 千葉県 松戸市 松戸市日暮クリーンセンター 4,720
容器包装リサイクル推
進施設

プラスチック 1 100 0 1988 委託
畑、工場の点在する地域
老人ホーム、高校に隣接

18 千葉県
柏・白井・鎌ヶ
谷環境衛生組合

リサイクルセンター 3,154 ストックヤード
金属類,ガラス類,ペットボトル,プラ
スチック 7 149 0 2000 委託

自衛隊基地、住宅地及び
畑に挟まれた地域
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プラスチックの保管施設 供用(建設)中の４７施設
※保管施設1,042施設（平成24年度現在着工ベース）内、プラスチックを扱う保管量3,000ｔ／年以上の施設を抽出した。（環境省ＨＰ抜粋）
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19 東京都 ふじみ衛生組合
ふじみ衛生組合リサイクルセン
ター

19,245 ストックヤード
金属類,ガラス類,ペットボトル,プラ
スチック 4 337 181 2010 委託

都道に隣接する商業施設
の多い地域、北側は三鷹
市役所

20 神奈川県 横浜市 横浜市緑資源選別センター 5,573 その他
ガラス類,ペットボトル,プラスチッ
ク 3 270 0 1993 委託 河岸の工場地域

21 神奈川県 川崎市
浮島処理センター資源化処理施
設

14,498
容器包装リサイクル推
進施設

紙類,プラスチック 2 4,174 0 2011 委託 臨海工場地域

22 神奈川県 海老名市 海老名市資源化センター 3,170
容器包装リサイクル推
進施設

金属類,ガラス類,その他資源ごみ,
ペットボトル,プラスチック 10 99 860 2001 委託 東名高速海老名ＳＡ近傍

23 福井県 南越清掃組合 第２清掃センター 3,445 ストックヤード 金属類,ガラス類,プラスチック 6 980 750 1997 委託 樹林地域

24 静岡県 浜松市
浜松市平和最終処分場資源物ス
トックヤード（プラ、びん）

6,775 ストックヤード ガラス類,プラスチック 4 0 1,545 1996 委託
ビニールハウスと畑、住
宅が点在する地域

25 静岡県
牧之原市御前崎
市広域施設組合

牧之原市御前崎市広域施設組合
リサイクルセンター

4,922 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,その他資源ご
み,ペットボトル,プラスチック,布類 7 304 270 1999 直営 樹林地域

26 愛知県 知多市 知多市リサイクルプラザ 3,006 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,その他資源ご
み,ペットボトル,プラスチック,布類 15 204 159 1995 直営 臨海工場地域

27 三重県 津市 津市白銀環境清掃センター 6,274 その他
金属類,ガラス類,ペットボトル,プラ
スチック 4 36 556 1999 直営 樹林地域

28 京都府 京都市 京都市西部圧縮梱包施設 6,732
容器包装リサイクル推
進施設

プラスチック 1 109 0 2007 委託 森に囲まれた工場地域

29 大阪府 大阪市
鶴見容器包装プラスチック中継
施設

4,002 ストックヤード プラスチック 1 674 0 2003 直営
工場地域、近傍に住宅点
在

30 大阪府 大阪市
平野容器包装プラスチック中継
施設

5,224 ストックヤード プラスチック 1 933 0 2005 直営
河岸の畑地、近傍に老人
施設有

31 大阪府 守口市 スットクヤード 3,855 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,ペットボト
ル,プラスチック,布類 6 0 2,400 2007 直営 工場地域

32 大阪府
豊中市伊丹市ク
リーンランド

豊中市伊丹市クリーンランドリ
サイクルプラザ

14,044
容器包装リサイクル推
進施設

紙類,金属類,ガラス類,その他資源ご
み,ペットボトル,プラスチック,布
類,その他

9 295 0 2012 委託 河岸の工場地域

33 大阪府
東大阪都市清掃
施設組合

その他プラスチック保管施設 3,586 ストックヤード プラスチック 1 278 0 2010 直営 工場地域

34 兵庫県 宝塚市 クリーンセンター 7,589 ストックヤード
紙類,金属類,ペットボトル,プラス
チック,布類 5 1,599 1999 委託

河岸の工場と住宅の点在
する地域

35 兵庫県
猪名川上流広域
ごみ処理施設組
合

国崎クリーンセンター（リサイ
クル・プラザ）

4,947
容器包装リサイクル推
進施設

紙類,金属類,ガラス類,その他資源ご
み,ペットボトル,プラスチック,布類 11 335 0 2008 一部委託

ゴルフ場に挟まれた樹林
地域

36 島根県 松江市 川向リサイクルプラザ 10,460 その他 紙類,プラスチック,布類 4 388 0 2002 一部委託
河岸の畑地、水処理施設
が隣接

37 広島県 福山市
福山市クリーンセンター（リサ
イクル工場）

4,921
容器包装リサイクル推
進施設

ペットボトル,プラスチック 2 288 0 2000 一部委託 臨海工場地域
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38 広島県 三次市 三次環境クリーンセンター 4,092 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,ペットボト
ル,プラスチック,布類,その他 8 198 0 1996 委託 樹林地域

★
39

山口県 下関市 下関市リサイクルプラザ 5,124 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,その他資源ご
み,ペットボトル,プラスチック,その
他

12 948 32 2003 委託
※道路向かい50ｍ以内に
住宅有

40 山口県 山口市 山口市リサイクルプラザ 3,881
容器包装リサイクル推
進施設

紙類,金属類,ガラス類,ペットボト
ル,プラスチック,その他 16 1,882 5,770 1996 直営 山間部樹林地域

41 山口県
周南東部環境施
設組合

周南東部環境施設組合リサイク
ルセンター「えこぱーく」

4,095 ストックヤード
金属類,ガラス類,その他資源ごみ,
ペットボトル,プラスチック 8 0 510 2008 一部委託 山間部樹林地域

42 徳島県 徳島市
プラスチック製容器包装廃棄物
中間処理施設（三幸）

3,155
容器包装リサイクル推
進施設

プラスチック 1 100 0 2004 委託 臨海工場地域

43 佐賀県
鳥栖・三養基西
部環境施設組合

鳥栖･三養基西部リサイクルプ
ラザ

3,330 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,その他資源ご
み,ペットボトル,プラスチック,布
類,その他

21 644 0 2004 委託 樹林地域

44 長崎県 長崎市 三京リサイクルプラザ 4,680
容器包装リサイクル推
進施設

プラスチック 1 81 0 2004 一部委託 樹林地域

45 熊本県 八代市 清掃センター 5,631 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,その他資源ご
み,ペットボトル,プラスチック,布
類,その他

22 621 220 1998 直営
臨海地域、畑、住宅が点
在

46 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市リサイクルプラザ 8,902
容器包装リサイクル推
進施設

紙類,金属類,ガラス類,ペットボト
ル,プラスチック

8 464 0 2002 一部委託 樹林地域

47 沖縄県 石垣市 石垣市ストックヤード 4,468 ストックヤード
紙類,金属類,ガラス類,ペットボト
ル,プラスチック 5 576 0 1998 委託 樹林地域


