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岩盤 6,000

吸引車　80㎥級　スリーマン（サンドブラストの場合） 30,000 留萌発着　4時間補償 8時間以上の場合は1.25増しとなります

吸引車　80㎥級　ワンマン（汚泥の場合） 26,000 留萌発着　4時間補償 8時間以上の場合は1.25増しとなります

11ｔセルフ 8,800 留萌発着

ヒアブ車（積込） 13,200 留萌発着

11ｔダンプ車（デカ箱）約30㎥級 8,800 留萌発着

11ｔダンプ 6,000 留萌発着

4ｔユニック車 5,500 留萌発着

8ｔユニック車 7,700 留萌発着

収　集　運　搬　費

運　搬　車　両 単価（円/ｈ） 備　　考

1.5ｔトラック（3ｔダンプ・デカ箱） 3,800 留萌発着

土砂 残土・石・砂・砕石混じり土 5,000 ※【㎥】受入

計量は、(株)道北土木様もしくは(株)北一組様へお願いして下さい　1,000円/回

受入日・時間等は事前にご連絡下さい。12月～3月の冬期期間は受入不可です。

コンクリート塊
（有筋・無筋）

小破  縦横 30 900 1,800

二次製品・ブロック・杭・建築ブロック 3,000

アスファルト塊 小破  縦横 30 300 2,100

　計量作業のみの場合　　1,000円/回　

　　循環資源利用促進税はいただきません。20ｋｇ以下の場合は20ｋｇの料金を請求させていただきます。

リチウム電池等の受入はお断りさせていただきます。

羽 幌 工 場

区　分 品質・条件 単価（円/ｔ） 備　　考

200,000

電柱 コンクリート製 10,000/本

土砂 残土・石・砂・砕石混じり土 3,000

廃油

タ－ビン・トランス・作動油・オイルエレメント・エンジンオイル 60,000

廃油（汚泥を含む）・油水 120,000

揮発油類・灯油・軽油・水の混入した廃油 300円/ℓ 20ℓ未満は6,000円/個

混合廃棄物

金属、廃ﾌﾟﾗ、ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄ及び陶磁器くず、がれき類の混合物、電線 40,000

管理型

汚泥
無機性

ベントナイト・セメントミルク、推進、杭打、側溝、カッター等（含水率85％超） 22,000

溶出試験基準値以上は価格相談汚泥処理後の汚泥、路面清掃、（含水率85％以下） 27,000

油分混入5％未満、ゴミ混入 42,000

サンドブラスト

上記以外の廃棄物を含む混合物、枕木 80,000

パソコン、電子機器類、操作盤、電化製品（家電リサイクル法以外） 100,000

22,000

ペンキ

鉄くず 鉄、アルミ、銅 900

伐根・土の付着した木 24,000

木毛板 40,000

廃タイヤ、吸出し防止材 50,000

木くず

木製パレット 7,000

新築木屑、おが屑、建設廃材、枝・幹等 9,000 CCA塗布材受入不可

廃プラスチック類

ＰＰ・ＰＥ・ＰＳの汚れ・水分が無い物 30,000

ビニール類、合成繊維、硬質塩化ビニール管、継手、暗渠パイプ 38,000

ウレタン類、FRP、断熱材付きサイディング、ゴムキャタ、防舷材
（切断物は割引）、タイヤショベル、トラクタ－用タイヤ、スタイル
ホーム、発泡スチロール、漁網、係網ロープ

120,000 塗膜、塗膜剥離類は受入不可

塩分を含む木屑 80,000

繊維くず
麻袋、天然繊維マット類 70,000

畳（断熱材を含む） 900円/枚

紙くず
ダンボール、しょうじ紙、ブロ－イング 40,000

アスファルトルーフィング 80,000

石膏ボ－ド
壁紙の付着は可 55,000

水濡 70,000

蛍光管 300円/本 41ｗ以上は600円/本

水銀ランプ、ナトリウムランプ、ネオハライドランプ 1,000円/本 401ｗ以上は2,000円/本

ガラスくず、コンクリート
及び陶磁器くず ガラス、陶磁器、鏡 40,000 便器、便槽受入不可

二次製品・ブロック・杭・建築ブロック 3,000

グラスウ－ル・ロックウ－ル 80,000

セメント系外壁材（ラス混入も可）、壁モルタル 10,000

大破 600 900 2,000

ALC板（へーベルライト）・窯業材 30,000

小破 30 300 800

厚さ150ｍｍ以上は中破になります。

中破  縦横 300 1,400 改質アスファルトの場合は1,000円加算されます

が
れ
き

アスファルト塊
小破  縦横 30 300 1,000

コンクリート塊
（有筋・無筋）

ウォータージェット 12,000

中破 300 600 1,500

FAX : 0164-43-9144
留 萌 工 場

区分 品目・条件 単価（円/ｔ） 備　　考
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  産 業 廃 棄 物 処 理 料 金 表  
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汚
泥

土砂（掘削残土） 1,000円/㎥
収集運搬業務も行なっておりますのでよろしくお願い致します

4,400円/㎥
アスファルト再生骨材 0mm～40mm     3,900円/㎥

羽 幌 工 場　　＊コンクリ-ト再生骨材は11ｔｄにて㎥数にて販売

区　分 品目・条件(工場積込み渡し) 単価（円/ｔ・m3） 備　　考

コンクリート再生骨材
0mm～40mm 4,500円/㎥
0mm～80mm

建設汚泥処理土 ユニ・ソイル　 500円/㎥
土砂（掘削残土）・がれき類の再生骨材0～40ｍｍ 100円/㎥

ア
ス
フ
ァ

ル
ト

再生骨材

0mm～40mm     2,800円/㎥
0mm～13mm     5,850円/㎥
0mm～13mm     3,900円/t

0mm～80mm 3,200円/㎥
再生砂 　　　　　　　　  　　    2,100円/㎥ 基礎・裏込め・埋戻し用

留 萌 工 場　　＊コンクリ-ト再生骨材は計量ｔ数にて販売

区　分 品目・条件(工場積込み渡し) 単価（円/ｔ・m3） 備　　考
コ
ン
ク
リ
ー

ト

再生骨材
0mm～40mm 3,300円/㎥

動植物性残さ 貝殻、海藻、野菜 価格問い合わせ

搬出場所が羽幌町以外の場合は事前協議が必要です

骨 材 販 売 価 格 表

木くず
枝・幹 38,000

伐根・土の付着した木 50,000

刈取物 外来植物以外 37,000 外来植物は留萌工場

すきとり物 根からすきとった表土（刈取物を含まない） 38,000

木製家具 22,000

搬出場所が留萌市・増毛町・小平町以外の場合は事前協議が必要です

羽 幌 工 場

区　分 品目・条件 単価（円/ｔ） 備　　考

流
木

流木のみ 27,000

流木にその他のゴミが混ざったもの・塩分を含むもの 80,000

すきとり物 根からすきとった表土（刈取物を含まない） 24,000

木くず

新築木屑、おが屑、建設廃材、枝・幹等 9,000

伐根・土の付着した木 27,000

水銀ランプ、ナトリウムランプ、ネオハライドランプ 1,000円/本 401ｗ以上は2,000円/本

刈取物
外来植物以外 20,000

外来植物 37,000

がれき類
ガラスくず、コンクリート

及び陶磁器くず

30,000

ガラス、陶磁器 40,000

蛍光管 300円/本 41ｗ以上は600円/本

1,500

二次製品・ブロック・杭・建築ブロック 3,000

セメント系外壁材（ラス混入も可）、壁モルタル 10,000

ALC板（へーベルライト）・窯業材

コンクリート塊
（有筋・無筋）

小破 30 300 1,000

中破 300 600

アスファルト塊
小破  縦横 30 300 1,000

中破  縦横 300 1,400

  一 般 廃 棄 物 処 理 料 金 表  

TEL：0164-43-5401

FAX : 0164-43-9144

留 萌 工 場

区　分 品目・条件 単価（円/ｔ） 備　　考
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