
○大気基準適用施設（休止中又は廃止済）（廃棄物焼却炉）
届　　出　　者

名　称 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 四国中央 マルウ接着㈱ マルウ接着㈱ 四国中央市 下柏町780番地 廃棄物焼却炉 180 1.20 H11.7.22 10 休止中

2 四国中央 ㈱日新化学研究所 ㈱日新化学研究所 四国中央市 川之江町1501番地 廃棄物焼却炉 195 不明 H1.11.20 10 休止中

3 四国中央 伊予食品㈱ 伊予食品㈱ 四国中央市 金生町山田井1200-1 廃棄物焼却炉 127 1.93 H11.7.30 10 休止中

4 四国中央 丸住製紙㈱ 丸住製紙㈱大江工場 四国中央市 川之江町4085 廃棄物焼却炉 10612 33.2 S54.11.25 1 休止中

5 四国中央 ㈱タカガワエージェンシー 新伊予ゴルフ倶楽部 四国中央市 土居町天満66番地 廃棄物焼却炉 186 1.65 H4.3.25 10 休止中

6 四国中央 ㈱オーブン愛媛 ㈱オーブン愛媛 四国中央市 土居町中村620-1 廃棄物焼却炉 90 1.20 H10.8.31 10 休止中

7 四国中央 ㈲鈴木産業 ㈲鈴木産業中間処理場 四国中央市 金田町金川乙143-5 廃棄物焼却炉 182 不明 不明 10 廃止済

8 西条 住友重機械工業㈱ 住友重機械工業㈱愛媛製造所新居浜工場 新居浜市 惣開町5番2号 廃棄物焼却炉 600 不明 H11.9.15 5 休止中

9 西条 愛媛サニタリープロダクツ㈱ 愛媛サニタリープロダクツ㈱ 西条市 ひうち6番地3 廃棄物焼却炉 620 4.3 S60.2.1 10 休止中

10 今治 愛媛県 愛媛県東予家畜保健衛生所今治支所 今治市 別宮町9丁目1-50 廃棄物焼却炉 100 1.42 S58.12.16 10 休止中

11 今治 ㈲便利屋 ㈲便利屋産業廃棄物中間処分場 今治市 桜井甲1099番地 廃棄物焼却炉 145 0.76 H14.12.10 5 休止中

12 今治 上島町 上島町魚島クリーンセンター 越智郡上島町 魚島1番耕地1367番地5 廃棄物焼却炉 140 1.96 H14.9.2 5 休止中

13 中予 オオノ開発㈱ オオノ開発㈱ 東温市 河之内乙628-1 廃棄物焼却炉 582 20.8 H8.6.7 10 休止中

14 中予 ㈱クリーン２１ ㈱クリーン２１ 東温市 北方海上200-2 廃棄物焼却炉 55 1.02 H15.8.6 5 休止中

15 中予 ㈲伊予鶏業 ㈲伊予鶏業 伊予市 上三谷４２３３－１ 廃棄物焼却炉 140 1.00 H20.4.4 5 休止中

16 中予 オオノ開發㈱ オオノ開發㈱ 東温市 河之内乙628-1 廃棄物焼却炉 582 20.82 S63.4.20 10 廃止済

17 中予 オオノ開發㈱ オオノ開發㈱ 東温市 河之内乙628-1 廃棄物焼却炉 582 20.82 H1.11.10 10 廃止済

18 中予 オオノ開發㈱ オオノ開發㈱ 東温市 河之内乙628-1 廃棄物焼却炉 582 20.82 H8.6.7 10 廃止済

19 中予 四電エンジニアリング㈱ 四・E松山柳谷焼却炉 上浮穴郡久万高原町 西谷字名荷1310番 廃棄物焼却炉 198 1.98 H8.4.1 10 廃止済

20 中予 大和酸素工業㈱ 大和酸素工業㈱ 伊予郡松前町 大字北川原字塩屋西1096 廃棄物焼却炉 95 0.16 H15.3.1 5 廃止済
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21 八幡浜 脇水木材㈲ 脇水木材㈲ 八幡浜市 五反田1番耕地501-1 廃棄物焼却炉 40 8.28 S55.11.1 10 休止中

22 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 休止中

23 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 休止中

24 八幡浜 ㈱愛媛ちぬや ㈱愛媛ちぬや 西予市 三瓶町和泉カワチ甲700番地1 廃棄物焼却炉 25 1.84 H10.8.16 10 休止中

25 八幡浜 ㈲丸幸製材 ㈲丸幸製材 西予市 宇和町信里285-1 廃棄物焼却炉 50 1.36 H9.4.1 10 休止中

26 八幡浜 山下木工㈱ 山下木工㈱三瓶工場 西予市 三瓶町和泉フジウチ1010 廃棄物焼却炉 150 4.06 H7.12.20 10 休止中

27 八幡浜 ㈱はるか ㈱はるか四国工場 西予市 野村町阿下5号667番地 廃棄物焼却炉 160 3.80 H12.12.11 5 休止中

28 八幡浜 ㈲丸市環境開発 ㈲丸市環境開発 西予市 宇和町伊賀上2602番地1 廃棄物焼却炉 190 1.95 H15.11.15 5 休止中

29 八幡浜 中央建設㈱ 中央建設㈱ 大洲市 北只932番地 廃棄物焼却炉 122 4.35 H14.12.1 5 休止中

30 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 5.70 H15.3.1 5 休止中

31 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 160 1.94 H20.10.24 5 休止中

32 八幡浜 ㈱角英 ㈱角英 大洲市 稲積112-2 廃棄物焼却炉 40 1.96 Ｈ14.12 10 廃止済

33 八幡浜 仙味エキス㈱ 仙味エキス㈱ 大洲市 平野町野田779番地2 廃棄物焼却炉 81 1.98 H11.4.5 10 廃止済

34 八幡浜 宇都宮秀雄 宇和木材製材工場 西予市 宇和町下川1071-1 廃棄物焼却炉 190 5.70 H6.6.10 10 廃止済

35 宇和島 ㈱日吉村原木市場 ㈱日吉村原木市場 北宇和郡鬼北町 大字上鍵山523番地 廃棄物焼却炉 75 1.94 H9.9.10 10 休止中

36 宇和島 ㈲宇和島製材所 ㈲宇和島製材所 宇和島市 坂下津甲381番地125 廃棄物焼却炉 100 1.90 S59.4.5 10 休止中

37 宇和島 下灘漁業(協) 下灘漁業(協)水産廃棄物処理施設 宇和島市 津島町平井長碆424-1 廃棄物焼却炉 1350 2.50 H6.9.1 10 休止中

38 宇和島 愛南漁業(協) 愛南漁業(協)水産廃棄物焼却処理施設 南宇和郡愛南町 家串151番地 廃棄物焼却炉 600 1.60 H8.7.15 10 休止中

39 宇和島 ㈲高木製材所 ㈲高木製材所 宇和島市 築地町2丁目5番2号 廃棄物焼却炉 151 1.548 H7.10.1 10 休止中

40 宇和島 ㈱新栄土建 ㈱新栄土建 宇和島市 宮下字福来口甲1621番の1 廃棄物焼却炉 190 5.70 H11.12.15 10 休止中

41 宇和島 船田木材商事㈱ 船田木材商事㈱ 宇和島市 津島町近家甲209-10 廃棄物焼却炉 75 1.94 H9.2.10 10 休止中

42 宇和島 宇和島市 吉田町一般廃棄物焼却施設 宇和島市 吉田町大字鶴間1245番地6筆 廃棄物焼却炉 700 2.223 H8.3.28 10 廃止済
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