
○大気基準適用施設自主測定未報告施設（廃棄物焼却炉）

届　　出　　者

名　称 特定施設の種類
焼却
能力

(kg/h)

火床
面積
(m2)

設置年月日
排出
基準

1 今治 箱助プレカット㈱ 箱助プレカット㈱ 今治市 喜田村4-6-15 廃棄物焼却炉 93 1.37 H7.3.1 10 未報告

2 中予 ㈱直方建材 伊予郡砥部町 岩屋口630番634番 廃棄物焼却炉 90 2.97 H15.7.18 5 未報告

3 八幡浜 八興産業㈲ 八幡浜市 保内町川之石1番耕地243 廃棄物焼却炉 100 1.9 H4.8.1 10 未報告

4 八幡浜 山下木工㈱ 八幡浜市 保内町宮内1番耕地77番地 廃棄物焼却炉 75 1.9 H10.8.13 10 未報告

5 八幡浜 向井工業㈱ 大洲市 長浜町拓海3番地9 廃棄物焼却炉 181 1.93 H3.12.1 10 未報告

6 八幡浜 ㈱南海木材センター 大洲市 新谷甲264-1 廃棄物焼却炉 198 1.98 H7.6.30 10 未報告

7 八幡浜 稲田木工㈱ 稲田木工㈱ 大洲市 長浜町拓海3番地5 廃棄物焼却炉 193 4.36 H20.9.17 5 未報告

8 八幡浜 ㈱黒川木材工業 ㈱黒川木材工業本社工場 大洲市 長浜町拓海3-8 廃棄物焼却炉 190 5.7 H15.3.1 5 未報告

9 八幡浜 丸万製材㈲ 西予市 宇和町上松葉188 廃棄物焼却炉 193 4.36 H16.7.6 5 未報告

10 八幡浜 菊地木材㈲ 西予市 宇和町岡山字太陽1256 廃棄物焼却炉 80 3.2 H1.5.1 10 未報告

11 八幡浜 菊地木材㈲ 西予市 宇和町岡山滝の下 廃棄物焼却炉 95 4.5 H6.1.10 10 未報告

12 八幡浜 明光産業㈱ 西予市 宇和町坂戸582番地 廃棄物焼却炉 50 1.79 H17.2.17 5 未報告

13 八幡浜 ㈲下田興産 ㈲下田興産 西予市 宇和町大江向イ77 廃棄物焼却炉 186 4.35 H15.2.10 5 未報告

13 八幡浜 ㈲下田興産 ㈲下田興産 西予市 宇和町大江向イ77 廃棄物焼却炉 193 4.36 H14.3.3 5 未報告

14 八幡浜 ㈲下田興産 西予市 野村町阿下5号624 廃棄物焼却炉 173 1.95 H18.12.7 5 未報告

15 八幡浜 西予市森林組合 西予市森林組合城川製材所 西予市 城川町下相739番地 廃棄物焼却炉 170 1.93 H5.9.27 10 未報告

16 八幡浜 ㈱宇和原木市場 ㈱宇和原木市場 西予市 宇和町加茂323 廃棄物焼却炉 100 1.9 H21.3.9 5 未報告

17 八幡浜 ㈲平野製材所 ㈲平野製材所 喜多郡内子町 宿間甲851番地4 廃棄物焼却炉 122 2.88 H19.3.20 5 未報告

18 宇和島 大木坑木㈲ 宇和島市 三間町増田389 廃棄物焼却炉 100 1.9 H18.12.1 5 未報告

19 宇和島 ㈲正木材木店 宇和島市 保田又市甲1806番1 廃棄物焼却炉 75 1.94 H16.7.3 5 未報告

20 宇和島 船田運送㈲ 宇和島市 津島町大字高田丁678-1 廃棄物焼却炉 188 9.6 H14.5.14 5 未報告

21 宇和島 ㈲二宮製材所 北宇和郡鬼北町 大字近永1290番地 廃棄物焼却炉 50 1.76 H11.5.29 10 未報告

22 宇和島 ㈱程内製材所 北宇和郡鬼北町 大字川上496 廃棄物焼却炉 100 1.76 S63.8.1 10 未報告

23 宇和島 葛川製材㈲ 北宇和郡鬼北町 大字川上1699 廃棄物焼却炉 180 3.12 H8.12.3 10 未報告

24 宇和島 森　枚男 北宇和郡鬼北町 大字上鍵山20 廃棄物焼却炉 50 1.76 H11.6.25 10 未報告

25 宇和島 ㈲古川製材所 北宇和郡鬼北町 吉波1371-3 廃棄物焼却炉 75 1.9 H19.12.10 5 未報告㈲古川製材所
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