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Ｈ17 再生利用 株式会社タッグ 自社発生ＰＥＴボトルラベル類の燃料としてのリサイクル事業

Ｈ17 再生利用 明治合成株式会社 自社発生廃エンジニアリングプラスチック類の燃料としてのリサイクル事業

Ｈ17 再生利用 有限会社八百照 カット野菜残さを原料とした特殊肥料製造装置の導入

Ｈ18 発生抑制 太子食品工業株式会社 汚泥減容化事業（排水処理槽設置）

Ｈ18 再生利用 株式会社佐々重 登米リサイクルセンター（有）佐々重土木（産業廃棄物中間処理施設）

Ｈ18 再生利用 株式会社吉川産業 （株）吉川産業仙台港マテリアルリサイクルセンター建設工事

Ｈ18 再生利用 株式会社佐彦 産業廃棄物のＲＰＦ（固形燃料）化事業

Ｈ19 再生利用 株式会社尾坪商店 排水処理有機汚泥の堆肥化事業

Ｈ19 再生利用 恵和興業株式会社 仙台ゼロ笑みプラント「造粒」計画（セメント固化造粒施設整備）

Ｈ19 再生利用 エコテック東北株式会社 自動車内装部品等のＲＰＦ化事業

Ｈ19 再生利用 株式会社吉田レミコン 汚泥造粒固化リサイクルプラント設置

Ｈ19 再生利用 株式会社日高見牧場 堆肥ペレット化設備整備事業

Ｈ19 再使用 宮城県酒造協同組合 小容量Ｒびん（リターナブルびん）リユースによる産業廃棄物抑制事業

Ｈ20 発生抑制 合名会社川敬商店 中空糸濾過装置導入事業

Ｈ20 再生利用
ソニーケミカル＆インフォメーション
デバイス株式会社

ポリカーボネート樹脂リサイクル

Ｈ20 再生利用 テーデーエフ株式会社 オガ屑・酸化鉄混合廃棄物の分離・リサイクル化事業

Ｈ20 再生利用 石巻魚糧工業株式会社 廃棄ホヤ殻の飼料化

Ｈ20 発生抑制 株式会社山和酒造店 中空糸濾過装置導入事業

Ｈ21 発生抑制 株式会社宮城メイコー 濃厚酸廃液の処理の社内処理化による廃液削減と有価物化によるリサイクルの推進

Ｈ21 再使用 日本ウォルブロー株式会社 真空濃縮装置導入による洗浄液再利用と廃棄量の削減

Ｈ21 再生利用 社会福祉法人はらから福祉会 生おから（産業廃棄物）の食材としての再利用化

Ｈ21 発生抑制 フジフーズ株式会社 仙台工場排水処理設備改善及び前処理汚泥減量

Ｈ21 再生利用 株式会社ハマナス 廃プラスチック類等リサイクル事業

Ｈ22 発生抑制 エイムカイワ株式会社 食品残渣付き廃プラスチックの削減事業

Ｈ22 発生抑制 太子食品工業株式会社
印字不良に伴う製品ロスと使用済み蛍光管の発生量抑制による総合的産廃抑制事業
（廃プラスチック及び動植物性残渣の発生抑制）
（廃蛍光管の発生抑制）

3R設備整備補助事業の採択者一覧
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Ｈ22 再生利用 株式会社オイルプラントナトリ 食品残渣付着廃プラの燃料化

Ｈ22 再生利用 田中建設株式会社 再生砕石の効果的利用事業

Ｈ23 発生抑制 合名会社寒梅酒造 清酒濾過工程の改良

Ｈ23 発生抑制
株式会社トーユー（旧：有限会社東
友）

省資源機導入による産廃抑制及び資源再活用化増進事業

Ｈ23 発生抑制 本田印刷株式会社 CTP稼働にともなう産業廃棄物の削減計画

Ｈ23 施設復旧 株式会社宮城公害処理 廃棄物処理施設の復旧 (破砕機）

Ｈ23 施設復旧 株式会社平間環境 廃棄物処理施設の復旧 (破砕機）

Ｈ23 施設復旧 株式会社自然環境産業 汚泥乾燥設備および付帯設備の災害復旧事業

Ｈ23 施設復旧 株式会社阿武隈環境 廃棄物処理施設の復旧 (有機汚泥処理施設）

Ｈ23 施設復旧 株式会社コウユウ 株式会社コウユウ中間処理施設

Ｈ23 施設復旧 株式会社タイワコスミックミリュー ㈱タイワコスミックミリューリサイクル施設復旧工事

Ｈ24 発生抑制 株式会社石崎印刷 省資源機導入による印刷工程の産業廃棄物発生抑制事業

Ｈ24 発生抑制 三慶印刷株式会社 シルバーマスター印刷版・現像液・定着液の削減

Ｈ24 発生抑制 株式会社スイシン 高負荷担体処理法による汚泥削減事業

Ｈ24 発生抑制 株式会社宮城県食肉流通公社 密閉式縦型発酵処理装置による発生汚泥抑制事業

Ｈ24 再生利用 鈴木工業株式会社 分別困難な包装済み食品及びビン詰の分別事業

Ｈ24 再生利用 大和工業株式会社 解体廃棄物からの金属リサイクル回収増強事業

Ｈ24 再生利用 財団法人蔵王酪農センター 資源循環型混合飼料（ＴＭＲ）事業

Ｈ24 再生利用 株式会社ＬＩＸＩＬ 住宅リフォーム廃材収集循環システムの構築

Ｈ24 再生利用 日本環境株式会社 バーク堆肥熟成効率化施設設置事業

Ｈ24 施設復旧 松林商事株式会社 産業廃棄物である廃木材のチップ化処理設備復旧事業

Ｈ24 施設復旧 株式会社阿武隈環境 脱水処理施設の復旧工事

Ｈ24 施設復旧 有限会社長渕商店 廃タイヤ処理施設復旧工事

Ｈ24 施設復旧 株式会社青葉環境保全 脱水処理施設の復旧

Ｈ24 施設復旧 株式会社奥羽木工所 廃木材等のチップ化処理施設復旧事業

Ｈ24 施設復旧 株式会社秋山建材 破砕施設の復旧工事
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Ｈ24 施設復旧 遠藤興業株式会社 遠藤興業(株)中間処理破砕施設復旧事業

Ｈ24 施設復旧 ジャイワット株式会社 汚泥処理プラントミキサー復旧工事

Ｈ24 施設復旧 株式会社タイワコスミックミリュー (株)タイワコスミックミリュー破砕設備復旧工事

Ｈ25 発生抑制 株式会社郵辨社 サーマルプレート版出力機導入による，廃プラ・アルカリ廃液の削減

Ｈ25 発生抑制 有限会社中村印刷 環境対応型刷版機導入による産業廃棄物の発生抑制

Ｈ25 発生抑制 東北積水樹脂株式会社 デジタルプリント設備導入による廃棄物発生抑制

Ｈ25 発生抑制 岩機ダイカスト工業株式会社 減圧蒸留式水処理装置導入による産業廃棄物の排出抑制

Ｈ25 発生抑制 株式会社佐浦 ＳＦフィルター（中空系タイプ膜フィルター）の導入計画

Ｈ25 発生抑制 有限会社うしちゃんファーム 発酵堆肥の床材再利用による場内資源循環利用

Ｈ25 再生利用 株式会社佐藤金属 脱液固化設備導入による研削スラッジの再資源化事業

Ｈ25 再生利用 草刈建設株式会社 自走式選別機導入による再生材増産事業

Ｈ25 再生利用 株式会社丸本建設 高含水比の木質バイオマス再資源・再生資源利活用事業

Ｈ25 再生利用 株式会社吉田レミコン 生コン残水に起因する汚泥，及びコンクリートの再資源化事業

Ｈ25 再生利用 恵和興業株式会社 ケイワ・リサイクルセンター仙台　リニューアル事業

Ｈ25 再生利用 株式会社ジェー・エー・シー リサイクルブロック開発事業

Ｈ25 再生利用 有限会社サトウ養豚 発酵未熟品の発生抑制及び有機堆肥の高品質化事業

Ｈ25 再生利用 株式会社栗原農場 堆肥の製造ライン改善による未熟堆肥の発生抑制及び安定供給事業

Ｈ25 再生利用 守屋木材株式会社 自社発生木くずの再資源化事業

Ｈ26 再資源化 仙北木工株式会社 木材加工工程から発生する木屑等を原料とした木質ペレットの生産

Ｈ26 再資源化 大和薬品株式会社 産業廃棄物を利用した液体再生燃料製造事業

Ｈ26 再資源化 株式会社グリーンアローズ東北 廃石膏ボード再資源化事業

Ｈ26 再資源化 仙台日立生コン株式会社 生コン残水の骨材回収及びコンクリートの再資源化事業

Ｈ27 再資源化 株式会社宮城公害処理 廃石膏ボードの再資源化

Ｈ27 再資源化 協業組合仙台清掃公社 粗大ごみ（廃プラスチック類・金属くず）のリサイクル

Ｈ27 再資源化 有限会社門脇畜産 密閉式縦型発酵機導入による廃棄物抑制及び再資源化事業

Ｈ27 再資源化 株式会社安部工業 手選別作業の機械化による徹底した再資源化

Ｈ27 再資源化 株式会社カルラ 動植物性残渣のコンポスト化
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Ｈ27 再資源化 株式会社泉 廃プラスチック類　洗浄・破砕処理施設整備事業

Ｈ27 再生資源利活用 加美よつば農業協同組合 低・未利用資源活用発酵TMRセンター事業

Ｈ27 再生資源利活用 あさひな農業協同組合 堆肥造粒設備の導入

Ｈ27 再生資源利活用 丸興産業株式会社 産業廃棄物リサイクル効率化設備整備事業

Ｈ28 再資源化 丸興産業株式会社 産業廃棄物リサイクル効率化設備整備事業

Ｈ28 再資源化 旭興産株式会社 産業廃棄物の再資源化率100%を目指す仕組みの構築事業

Ｈ28 再資源化 有限会社うしちゃんファーム 牛糞乾燥堆肥の牛舎床材利用による省資源・再資源化

Ｈ28 有効利用 大東環境株式会社 杉皮樹皮の特殊加工による再利用

Ｈ28 再資源化 株式会社ＭＳＣ 架橋ポリエチレンの改質原料化

Ｈ28 再資源化 株式会社木村土建 多種多様な廃棄物に対応する選別機を用いた廃棄物抑制及び再資源化事業

Ｈ28 発生抑制 日本高圧コンクリート株式会社 コンクリート二次製品工場から発生する汚泥の減量及び再資源化事業

Ｈ28 再資源化 株式会社ジェーエーシー 5t脱水機入れ替え工事

Ｈ28 発生抑制 株式会社ケディカ 無電解ニッケルめっき廃液からのニッケル回収

Ｈ28 再資源化 有限会社穴澤水産 堆肥化のためのホヤ殻破砕事業

Ｈ28 再資源化 株式会社カキヤ 食品リサイクルにおける動植物性残渣

Ｈ28 再資源化 本田水産株式会社 ホヤ殻３R等推進設備整備事業

Ｈ28 再資源化 株式会社ジェイネックス バイオガス処理施設前処理設備機能向上事業

Ｈ28 再資源化 恵和興業株式会社 造粒原料の迅速評価及び不溶化材定量供給のための設備整備事業

Ｈ29 有効利用 株式会社ワンワールド 溶融炉及び周辺機器の改造による廃太陽発電設備ガラス類を原料としたグラスウール製品化

Ｈ29 再資源化 株式会社タッグ 工場排水混入ペット片の分離再資源化設備等の整備

Ｈ29 再資源化 マルキ遠藤商店 ホヤ殻破砕機導入による再資源化事業

Ｈ29 再資源化 有限会社みずの 豚糞の発酵乾燥による有機肥料としての再資源化事業

Ｈ29 再資源化 有限会社我妻秋治商店 採卵鶏糞の発酵減容及び高品質有機肥料化事業

Ｈ29 再資源化 株式会社佐藤金属 E-WASTEからの金回収の高付加価値処理プロセスの構築

Ｈ29 再資源化 株式会社佐沼生コン 残コン・戻りコンに起因するコンクリートくずの減量化及び骨材回収による再資源化事業

Ｈ29 再資源化 有限会社マルミ内海商店 破砕機の導入によるホヤ殻の再資源化事業

Ｈ29 再資源化 株式会社ホツマプラント 流動化処理機械による汚泥の中間処分のリサイクル事業
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Ｈ29 再資源化 有限会社丸高高橋商店 破砕機導入による、ホヤ殻の再資源化

Ｈ29 再資源化 有限会社後藤水産 ホヤ殻に対する再生事業

Ｈ29 再資源化 株式会社ヤマボシ渡邊商店 ホヤ殻の再資源化のための破砕機の導入

Ｈ29 再資源化 株式会社グリーンアローズ東北 廃石膏ボード再資源化ルートの多様化によるリサイクル率の向上

Ｈ29 再資源化 株式会社中浩水産 破砕機導入による、ホヤ殻の再資源化

Ｈ29 再資源化 株式会社ヤマナカ ホヤ殻破砕設備の導入による、ホヤ殻の堆肥化事業

Ｈ29 再資源化 桃浦かき生産者合同会社 ホヤ殻破砕施設の導入

Ｈ29 再資源化 有限会社小松牧場
酪農経営に伴い排出される家畜ふん尿等産業廃棄物の木質チップを活用した撹拌による堆肥
製造に基づく再利用還元効果を目的とした再資源化事業

Ｈ29 再資源化 株式会社安部工業 可燃系産業廃棄物の再資源化に伴う設備整備事業

Ｈ29 排出抑制 農事組合法人蔵王ファーム 頭数拡大に伴う汚泥発生抑制のための膜処理装置の導入事業

Ｈ30
廃プラ

再資源化
有限会社エスエスシー東北 廃プラスチックの減容機の設備導入による燃料用ペレット事業

Ｈ30 再資源化 農事組合法人 高清水養豚組合 飼育頭数の増加によって発生する汚泥の減少化事業

Ｈ30 再使用 三丸化学株式会社 高真空型固液分離装置の導入による使用済有機溶剤の再資源化促進事業

Ｈ30 排出抑制 株式会社自然環境産業 有機性汚泥スクリーンユニットの導入

Ｈ30 再資源化 株式会社昭和羽前建設工業 木くず系一般・産業廃棄物の再資源化に伴う設備整備事業

Ｈ30
廃プラ

再資源化
株式会社藤原清掃

廃プラスチック（発泡スチロール・スタイロ材・ＰＥ緩衝材）に対応する減容機を用いた廃棄物抑
制及び再資源化事業

Ｈ30 再生資源利活用 農事組合法人 蔵王ファーム 堆肥の敷料再利用のための整備事業

Ｈ30 再生資源利活用 株式会社ジェイネックス 産業廃棄物再資源化設備機能向上事業

Ｈ30 再資源化 株式会社AGRI　PRIME 発酵不良堆肥の発生抑制及び堆肥の高品質化事業

Ｈ30 再資源化 株式会社木村土建 搬送選別機による土砂系混合廃棄物の再資源化及び廃棄物の抑制事業

Ｈ30 再生資源利活用 丸山開発株式会社 温泉地におけるRPF等利活用の為のバイオマスボイラー設備導入事業

Ｈ30 再生資源利活用 株式会社ホツマプラント 汚泥の中間処分後の製品選別リサイクル事業

Ｈ30 再資源化 株式会社宮城公害処理 前処理破砕機及び残渣リターン機増設工事

Ｈ31 再資源化 エコテック東北株式会社 RPF生産設備強化事業
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Ｈ31 再資源化 株式会社宮城公害処理 廃石膏ボード処理後の廃棄物（紙くず）の再資源化及び発生抑制

Ｈ31 排出抑制 株式会社松下塗装 電着塗装排水処理における産業廃棄物抑制および削減にかかる処理施設新設事業

Ｈ31 再使用 株式会社IJTT クーラント（加工切削油）濾過装置導入によるクーラント再生使用

Ｈ31 再使用 アイシン高丘東北株式会社 鋳物砂再生設備導入

Ｈ31 再資源化 有限会社京浜金属工業 リサイクル困難物として焼却処分されている複合ひるむ系廃プラスチックの再資源化事業

Ｈ31 再資源化 有限会社白石畜産農場 産業廃棄物である豚糞と有機汚泥の高品質有機肥料化

Ｈ31 排出抑制 明治合成株式会社 先端設備等導入による塗装工程の廃棄物排出抑制事業

Ｈ31 再資源化 有限会社幸和 「発泡スチロール減容機」の機種交換による発泡廃プラスチック類の再資源化量増大

Ｈ31 再資源化 株式会社安部工業 手選別供給ラインの半自動化と燃料不適格物の徹底した削減を目的とした設備整備事業

Ｈ31 排出抑制 株式会社自然環境産業 無機性汚泥の振動ふるい機の導入

Ｈ31 再生資源利活用 株式会社ナガブチ 鉄付きゴムの分離システム

Ｈ31 再生資源利活用 株式会社イーストコア 養殖事業に必要な熱源確保のためのRPFボイラー設置事業

R2 再資源化 社会福祉法人夢みの里 湿式ペットボトルリサイクル事業

R2 再資源化 株式会社佐藤金属 事業用使用済電子機器らの金属回収の高付加価値処理プロセスの構築

R2 排出抑制 株式会社アマタケ (株)アマタケ多賀城工場　排水処理施設　改造工事

R2 再資源化 株式会社ＢＷＭ 伐根等の木くずを原料とする木質バイオマス燃料製造設備増強計画

R2 再資源化 協業組合名取環境事業公社 全自動ＰＥＴボトル選別機及び破袋機設備導入事業

R2 再資源化 株式会社グリーンアローズ東北 廃石膏ボードの処理用拡大とリサイクル高効率化のための処理工程連結設備対応

R2 再資源化 株式会社クリーンライフ 高機能破砕機導入によるＯＡ機器・家電製品の再資源化

R2 再資源化 アイリスオーヤマ株式会社 設備導入による廃プラスチックの減容ならびに再生原料として再資源化する取組

R3 再資源化 株式会社東北バイオフードリサイクル食品リサイクル　バイオガス発電事業

R3 再資源化 株式会社佐藤金属 E-WASTE破砕物からの有価値金属回収ラインの構築

R3 再資源化 株式会社AXISグリーン RPF製造設備導入計画

R3 再資源化 株式会社サイコー 発泡スチロール再資源化事業

R3 再資源化 株式会社平成生コンクリート 残コン・戻りコン再資源化事業

R3 再資源化 株式会社東部環境 廃タイヤ再資源化施設高効率タイヤ破砕整備導入事業


