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■焼却施設（溶融施設を含む）

No 設置者 施設名称 所在地

1 下田市 営じん芥処理場 下田市敷根13-11

2 南伊豆町 清掃センター 南伊豆町湊1696

3 松崎町 クリーンピア松崎 松崎町雲見971-3

4 西伊豆町 クリーンセンター 西伊豆町田子2551

5 東河環境センター エコクリーンセンター東河 東伊豆町稲取3349-1

6 沼津市 清掃プラント 沼津市上香貫三ノ洞2417-１

7 熱海市 エコ・プラント姫の沢 熱海市熱海字笹尻1804-8

8 熱海市 初島清掃工場廃棄物焼却炉 熱海市初島字清寿735-2

9 三島市 ごみ処理施設 三島市字賀茂之洞4703-94

10 富士宮市 清掃センター 富士宮市山宮3678‐4

11 伊東市 環境美化センター 伊東市鎌田字阿原ヶ沢1297-91

12 富士市 環境クリーンセンター 富士市大渕232

13 裾野市 美化センター 裾野市大畑215-2

14 伊豆市 清掃センターごみ焼却施設 伊豆市柏久保68-１

15 伊豆の国市 長岡清掃センター 伊豆の国市南江間2139－1

16 伊豆の国市 韮山ごみ焼却場 伊豆の国市韮山山木1005-3

17 伊豆の国市 大仁清掃センター（休止） 伊豆の国市三福1363-88

18 函南町 ごみ焼却場 函南町桑原1300の142

19 長泉町 塵芥焼却場 長泉町東野字八分平143-11

20 伊豆市沼津市衛生施設組合 土肥戸田衛生センター 伊豆市小土肥1460-3

21 御殿場市・小山町広域行政組合 (建設中) 御殿場市板妻字直路 862-15

22 静岡市 沼上清掃工場 静岡市葵区南沼上1224

23 静岡市 西ケ谷清掃工場 静岡市葵区西ケ谷553

24 島田市 田代環境プラザ 島田市伊太7

25 志太広域事務組合 一色清掃工場 焼津市一色1545-19

26 志太広域事務組合 高柳清掃工場 藤枝市高柳2338-1

27 吉田町牧之原市広域施設組合 清掃センター 牧之原市細江6664-3

28 牧之原市御前崎市広域施設組合 環境保全センター 牧之原市笠名1212

29 浜松市 西部清掃工場 浜松市西区篠原町26098-１

30 浜松市 南部清掃工場 浜松市南区江之島町1715

31 浜松市 天竜ごみ処理工場 浜松市天竜区小川558-３

32 浜松市 北部清掃工場(休止） 浜松市東区有玉西町

33 浜松市 浜北清掃センター(休止) 浜松市浜北区永島954

34 浜松市 はるのクリーンセンター(休止) 浜松市天竜区春野町宮川2858

35 浜松市 水窪・佐久間ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ(休止) 浜松市天竜区水窪町奥領家2258

36 浜松市 三ヶ日ごみ処理センター(休止) 浜松市北区三ケ日町都筑

37 磐田市 クリーンセンター 磐田市刑部島301

38 湖西市 環境センター（休止） 湖西市吉美3294-47

39 掛川市・菊川市衛生施設組合 環境資源ギャラリー 掛川市満水2319

40 袋井市森町広域行政組合 中遠クリーンセンター 袋井市岡崎6635-192

41 ㈱ミダック 富士宮市山宮字棚坂3507-20

42 王子エフテックス㈱ 富士宮市羽鮒字朏島1231-2

43 興亜工業㈱ 富士市比奈字上薮田237-1

44 王子マテリア㈱ 富士市伝法字田端1231-23

45 大興製紙㈱ 富士市蓼原字南139-１

46 ㈱富士環境保全公社 富士市桑崎字初坂台997-83

47 王子製紙㈱ 富士市上横割字横堀添14-1

48 王子エフテックス㈱ 富士市入山瀬1-128

49 ㈱クリーンタウン 御殿場市深沢字小倉南1766-28

50 光陽産業㈱ 御殿場市神場3-15

51 特種東海ホールディングス㈱ 清水町伏見字沖田490-1

52 セキトランスシステム㈱ 長泉町上長窪字西ノ窪324-1

53 丸徳商事㈲（静岡市所管） 静岡市清水区宍原1821

54 特種東海ホールディングス㈱ 島田市向島町4320-1

55 ㈱丸八プロダクト 袋井市中新田字浜野1710

56 スズキ㈱ 湖西市白須賀字宿北4520-1  
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▼最終処分場

No 設置者 所在地

57 東伊豆町 東伊豆町稲取3346-1

58 西伊豆町 西伊豆町田子1427-1

59 沼津市 沼津市植田字前通281-11

60 沼津市 沼津市戸田字磯辺崎3861-1

61 熱海市 熱海市伊豆山字姫の沢1164-1

62 三島市 三島市字賀茂之洞4703－2

63 富士宮市 富士宮市北山鞍骨沢7430‐849

64 伊東市 伊東市御石ヶ沢3596-4、3595-44

65 御殿場市 御殿場市板妻834-16

66 裾野市 裾野市須山字大野2800

67 伊豆市 伊豆市本柿木字軽野畑156-１

68 伊豆市 伊豆市年川772-１

69 伊豆の国市 伊豆の国市中1619-1(韮山)

70 伊豆の国市 伊豆の国市三福1363-88(大仁)

71 函南町 函南町桑原1300の225

72 小山町 小山町生土602

73 御殿場市・小山町広域行政組合 御殿場市神場2356-14

74 静岡市 静岡市葵区北沼上387-１

75 静岡市 静岡市清水区三保字貝島地先

76 静岡市 静岡市清水区由比東山寺字山田183

77 島田市 島田市阪本4925-2

78 藤枝市 藤枝市兵太夫７-1

79 牧之原市 牧之原市静波4054-2

80 吉田町 吉田町川尻4034

81 吉田町牧之原市広域施設組合 牧之原市細江6679

82 牧之原市御前崎市広域施設組合 牧之原市笠名1192-11

83 牧之原市御前崎市広域施設組合 御前崎市比木字会下ノ谷846-1

84 浜松市 浜松市西区平松町77(平和）

85 浜松市 浜松市浜北区灰木172

86 浜松市 浜松市西区舞阪町舞阪2621-26

87 浜松市 浜松市北区引佐町三岳610－3

88 磐田市 磐田市藤上原723-4

89 磐田市 磐田市大中瀬951-7(竜洋)

90 掛川市 掛川市板沢2051-1092

91 掛川市 掛川市大渕11160-1(東大谷)

92 掛川市 掛川市高瀬1100-100

93 掛川市 掛川市大渕1456-751(新井)

94 湖西市 湖西市白須賀3985-1961

95 湖西市 湖西市新居町内山2263

96 菊川市 菊川市棚草1050-8

97 中遠広域事務組合 森町一宮字坊ノ谷口3603-3

98 ㈱富士環境保全公社 富士市桑崎字初坂台997-83

99 長泉ハイトラスト㈱ 長泉町東野字八分平374-12

100 セキトランスシステム㈱ 長泉町上長窪字西ノ窪309-1

101 丸徳商事㈲（静岡市所管） 静岡市清水区宍原字大内沢1819-１

102 ㈱スズキ組 磐田市大久保字安井谷888-25  
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●し尿処理施設

No 設置者 施設名 所在地

1 南豆衛生プラント組合 汚泥処理クリ-ンセンタ- 下田市敷根13ー8

2 東河環境センター し尿処理施設 河津町見高2310-4

3 西豆衛生プラント組合 西豆衛生プラント 松崎町江奈647-1

4 沼津市 衛生プラント 沼津市原字女鹿塚2948-１

5 沼津市 戸田衛生センター 沼津市戸田字磯辺崎3861-１

6 熱海市 大黒崎し尿管理センター 熱海市泉元門川分字大黒崎250-5

7 三島市 衛生プラント 三島市北沢48-１

8 富士宮市 衛生プラント 富士宮市星山757

9 伊東市 クリーンセンター 伊東市宇佐美字御石ヶ沢3596-4

10 富士市 クリーンセンターききょう 富士市五貫島1027-２

11 伊豆市 清掃センター 伊豆市柏久保68-１

12 伊豆市 土肥衛生プラント 伊豆市小土肥1460-３

13 伊豆市 (建設中) 伊豆市田代字石田234

14 伊豆の国市 長岡し尿処理場 伊豆の国市墹之上97

15 伊豆の国市 韮山し尿処理場 伊豆の国市四日町305

16 伊豆の国市 大仁し尿処理場 伊豆の国市田京1259-1

17 函南町 し尿処理場 函南町平井字細沢1720-174

18 裾野、長泉清掃施設組合 いずみ苑 長泉町中土狩534－1

19 裾野、長泉清掃施設組合 中島苑 裾野市深良963

20 御殿場市・小山町広域行政組合 衛生センター 御殿場市中丸19

21 静岡市 静岡衛生センター 静岡市葵区東千代田3-5-1

22 静岡市 清水衛生センター 静岡市清水区堀込722

23 静岡市 庵原衛生プラント 富士市中之郷2128-１

24 島田市 クリーンセンター 島田市金谷東二丁目

25 志太広域事務組合 藤枝環境管理センター 藤枝市善左衛門20

26 志太広域事務組合 大井川環境管理センター 焼津市飯渕2035

27 川根地区広域施設組合 クリーンピュア川根 川根本町久野脇1054

28 吉田町牧之原市広域施設組合 衛生センター 吉田町住吉4299

29 浜松市 東部衛生工場 浜松市東区豊町6441

30 浜松市 西部衛生工場 浜松市西区伊左地町1570-２

31 浜松市 浜北クリーンセンター 浜松市浜北区新野399

32 浜松市 天竜衛生センター 浜松市天竜区渡ヶ島1054-２

33 浜松市 細江し尿処理センター 浜松市北区細江町気賀1900

34 磐田市 衛生プラント 磐田市千手堂2066

35 掛川市 生物循環パビリオン 掛川市長谷1-1-4

36 湖西市 衛生プラント 湖西市白須賀3465

37 東遠広域施設組合 東遠衛生センター 御前崎市池新田9035

38 袋井市森町広域行政組合 袋井衛生センター 袋井市愛野2961  


