
ダイオキシン類自主測定結果一覧表（湘南地区行政センター管内）　　　　　№1 平成15年4月1日から平成16年3月31日報告分

№ 事　業　所　名 所　在　地

大　気　基　準　適　用　施　設 水　質　基　準　適　用　施　設 ばいじん等自主測定結果

備　考特定施設名 既・新設別 規　模
大気施設自主測定結果

特定施設名既・新設別
水質施設自主測定結果 焼 却 灰 ば い じ ん

試料採取 測定結果 試料採取 測定結果 試料採取 測定結果 試料採取 測定結果

＊１ ＊２ ＊３ 年 月 日 (ng-TEQ/m3n) ＊１ ＊２ 年 月 日 (pg-TEQ/L) 年 月 日 (ng-TEQ/g) 年 月 日 (ng-TEQ/g)

１ 三共化成工業㈱平塚工場平塚市西八幡４－４－８ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.12.11 0.0014 排ガス 既設 下水道接続
廃液燃焼のた
め焼却灰なし

集じん機ない
ためばいじん
なし

２ 三協化学㈱平塚工場 平塚市東八幡５－２－３ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.8.28 0 排ガス 既設 下水道接続
廃液燃焼のた
め焼却灰なし

集じん機ない
ためばいじん
なし

３ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.2.21 0.18 該当なし

H14.8.14
固化灰　2.8
不燃物 0.015

H14.8.14
4.5
（セメント固化
後処分）

１号炉１回目
(H15受理)

４ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.2.19 0.98 該当なし
２号炉１回目
(H15受理)

５ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.2.20 0.29 該当なし
３号炉１回目
(H15受理)

６ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.7.23 0.03 該当なし １号炉２回目

７ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.7.25 0.0044 該当なし ２号炉２回目

８ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.7.24 0.21 該当なし ３号炉２回目

９ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.9.18 0.45 該当なし

H15.9.17
固化灰 0.69
不燃物
　　　0.0012

H15.9.17 1

１号炉３回目

１０ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.9.17 0.27 該当なし ２号炉３回目

１１ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.9.19 0.99 該当なし ３号炉３回目

１２ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.11.13 0.42 該当なし １号炉４回目

１３ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.11.14 0.47 該当なし ２号炉４回目

１４ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.11.12 0.32 該当なし ３号炉４回目

１５ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H16.1.16 0.52 該当なし

H16.1.21

固化灰
　　　0.０４１
不燃物
　　　0.00５

H16.1.21 0.15

１号炉５回目

１６ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H16.1.20 0.19 該当なし ２号炉５回目

１７ 平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H16.1.21 0.056 該当なし ３号炉５回目

１８ 三共㈱平塚工場 平塚市四ノ宮１－１２－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.6.26 0.00075 排ガス 既設 下水道接続 H15.10.28 0.000035
集じん機ない
ためばいじん
なし

＊１　焼却炉：廃棄物焼却炉、　電気炉：鉄鋼用電気炉、　廃ガス：廃ガス洗浄施設、　灰貯留：灰貯留施設、　PCB：廃PCB等の分解施設、　下水：下水道終末処理施設、　アセチリン：アセチリン洗浄施設

＊２　既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

＊３　1時間あたりの焼却能力　：　≧　４ｔ　焼却能力４ｔ/時以上、　　　２～４ｔ　同２ｔ/時以上４ｔ/時未満、　　　２ｔ＞　同２ｔ/時未満



ダイオキシン類自主測定結果一覧表（湘南地区行政センター管内）　　　　　№2 平成15年4月1日から平成16年3月31日報告分

№ 事　業　所　名 所　在　地

大　気　基　準　適　用　施　設 水　質　基　準　適　用　施　設 ばいじん等自主測定結果

備　考特定施設名 既・新設別 規　模
大気施設自主測定結果

特定施設名既・新設別
水質施設自主測定結果 焼 却 灰 ば い じ ん

試料採取 測定結果 試料採取 測定結果 試料採取 測定結果 試料採取 測定結果

＊１ ＊２ ＊３ 年 月 日 (ng-TEQ/m3n) ＊１ ＊２ 年 月 日 (pg-TEQ/L) 年 月 日 (ng-TEQ/g) 年 月 日 (ng-TEQ/g)

１９

エバーグリーン（株）

平塚市大神下川原3110-1 焼却炉 既設 ２ｔ＞

H14.5.7 5 該当なし
流動床炉のた
めもえがらなし

H14.2.12 0.14 1回目

（旧名称：関東環境ｻｰﾋﾞｽ
㈱神奈川支店）

H15.4.21 0.58 該当なし ２回目

２０ 関西ペイント㈱平塚工場 平塚市東八幡５－４－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.10.27 0.0018 該当なし H15.5.12 0.005

２１ （株）白石興業 平塚市中堂１６－１１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞

H15.5.24 0.07

該当なし

H15.1.24 0.01 H15.1.24 0.0034 １回目

H16.1.15 0 H16.1.15 0.0000003 H16.1.15 0.18 ２回目

２２ ㈱荏原製作所藤沢事業所藤沢市本藤沢４－２－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし
流動床炉,Ｈ１５を
通じて休止中

２３ ㈱荏原製作所藤沢事業所藤沢市本藤沢４－２－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 排ガス 既設
ガス化溶融炉,Ｈ１５
を通じて休止中

２４ 藤沢市北部環境事業所 藤沢市石川２１６８ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.12.5 0.63

灰貯留 既設 下水道接続 H15.12.5 0.019

H15.12.5 0.52 １号炉

２５ 藤沢市北部環境事業所 藤沢市石川２１６８ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.12.4 0.00054 H15.12.4 0.51 ２号炉

２６ 三興製鋼㈱ 平塚市久領堤２－１９ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.11.25 0.91 該当なし 製鋼用電気炉

２７
高圧ガス工業㈱
神奈川工場

平塚市東豊田５４８
敷地外への
排出水なし

ｱｾﾁﾚﾝ洗浄施設

２８ いすゞ自動車㈱藤沢工場 藤沢市土棚８ 焼却炉 既設 ２ｔ＞

H14.11.21 1.7

該当なし H14.11.21 0 H14.11.21 6.5

１回目

H15.5.30 0.13 ２回目

２９ 藤沢市石名坂環境事業所藤沢市藤沢２－１－１ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.9.30 0.52

灰貯留 既設 下水道接続 H15.10.22

固化灰　 0.32
不燃物大0.00012
不燃物小 0.0052
不燃物砂 0.0012
不燃物鉄0.012

H15.10.28 0.29

１号炉

３０ 藤沢市石名坂環境事業所藤沢市藤沢２－１－１ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.10.28 0.17 ２号炉

３１ 藤沢市石名坂環境事業所藤沢市藤沢２－１－１ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.11.18 0.099 ３号炉

３２ （株）イイダ 秦野市曾屋９６１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし
H14.11.30廃止
H15廃止届受理

３３ （株）イイダ 秦野市曾屋９６１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし
新焼却炉
報告期限未到来

＊１　焼却炉：廃棄物焼却炉、　電気炉：鉄鋼用電気炉、　廃ガス：廃ガス洗浄施設、　灰貯留：灰貯留施設、　PCB：廃PCB等の分解施設、　下水：下水道終末処理施設、　アセチリン：アセチリン洗浄施設

＊２　既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

＊３　1時間あたりの焼却能力　：　≧　４ｔ　焼却能力４ｔ/時以上、　　　２～４ｔ　同２ｔ/時以上４ｔ/時未満、　　　２ｔ＞　同２ｔ/時未満



ダイオキシン類自主測定結果一覧表（湘南地区行政センター管内）　　　　　№3 平成15年4月1日から平成16年3月31日報告分

№ 事　業　所　名 所　在　地

大　気　基　準　適　用　施　設 水　質　基　準　適　用　施　設 ばいじん等自主測定結果

備　考特定施設名 既・新設別 規　模
大気施設自主測定結果

特定施設名既・新設別
水質施設自主測定結果 焼 却 灰 ば い じ ん

試料採取 測定結果 試料採取 測定結果 試料採取 測定結果 試料採取 測定結果

＊１ ＊２ ＊３ 年 月 日 (ng-TEQ/m3n) ＊１ ＊２ 年 月 日 (pg-TEQ/L) 年 月 日 (ng-TEQ/g) 年 月 日 (ng-TEQ/g)

３４ 茅ヶ崎市清掃事業所 茅ヶ崎市萩園８３６ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.2.4 0.0052

灰貯留 既設 下水道接続 H15.1.17 0.011 H15.1.17 0.076

１号炉

３５ 茅ヶ崎市清掃事業所 茅ヶ崎市萩園８３６ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.1.21 0.0014 ２号炉

３６ 茅ヶ崎市清掃事業所 茅ヶ崎市萩園８３６ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.1.28 0.0015 ３号炉

３７
秦野市伊勢原市環境衛生
組合　伊勢原清掃工場

伊勢原市三宮１９１８ 焼却炉 既設 ２～４ｔ H15.9.10 0.017

灰貯留 既設 排水なし

H15.9.10 0.0025 H15.9.10 3.7
１号炉
ばいじんはｷﾚｰﾄ処
理

３８
秦野市伊勢原市環境衛生
組合　伊勢原清掃工場

伊勢原市三宮１９１８ 焼却炉 既設 ２～４ｔ H15.10.1 0.03 H15.10.1 0.0023 H15.9.10 3.7
２号炉
ばいじんはｷﾚｰﾄ処
理

３９
秦野市伊勢原市環境衛生
組合　伊勢原清掃工場

伊勢原市三宮１９１８ 焼却炉 既設 ２～４ｔ H15.10.8 0.0093 H15.10.8 0.0072 H15.10.8 1.8 ３号炉

４０
キリンビバレッジ㈱湘南工
場

寒川町倉見１６２０ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.10.9 0.09 該当なし H15.10.9 0.0019
流動床のため焼
却灰なし

４１ 寒川町クリーンセンター 寒川町宮山２５２４ 焼却炉 既設 ２ｔ＞

H14.9.19 13 該当なし 37518 15

A系炉、H14.12
以降使用停止

４２ 寒川町クリーンセンター 寒川町宮山２５２４ 焼却炉 既設 ２ｔ＞
B系炉、H14.12
以降使用停止

４３ 大磯町美化センター 大磯町虫窪５３ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.1.22 0.064 該当なし H15.1.22 0.62
1号炉：流動床
のため焼却灰な
し

４４ 大磯町美化センター 大磯町虫窪５３ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H14.12.11 0.091 該当なし H15.1.22 0.02
2号炉：流動床
のため焼却灰な
し

４５
二宮町環境衛生センター
桜美園

二宮町中里２０７－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞

H14.11.13 0.37

排ガス
灰貯留

既設 排水なし

H14.11.13 0.014 H14.11.13 0.033
１号炉（H14測
定.H15報告)

H15.11.26 0.1 H15.11.26 0.0026 H15.11.26 0.23 １号炉

４６
二宮町環境衛生センター
桜美園

二宮町中里２０７－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞

H14.11.12 0.1 H14.11.12 0.0019 H14.11.12 0.15
２号炉（H14測
定.H15報告)

H15.11.27 0.014 H15.11.26 0.008 H15.11.27 0.81 ２号炉

４７
二宮町環境衛生センター
桜美園

二宮町中里２０７－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞

H14.11.26 0.16 H14.11.26 0.018 H14.11.26 0.039
３号炉（H14測
定.H15報告)

H15.11.13 0.034 H15.11.13 0.00013 H15.11.13 0.16 ３号炉

４８
二宮町環境衛生センター
桜美園

二宮町中里２０７－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H14.11.27 0.46 H14.11.27 0.022 H14.11.27 0.04
４号炉（H14測
定.H15報告)

＊１　焼却炉：廃棄物焼却炉、　電気炉：鉄鋼用電気炉、　廃ガス：廃ガス洗浄施設、　灰貯留：灰貯留施設、　PCB：廃PCB等の分解施設、　下水：下水道終末処理施設、　アセチリン：アセチリン洗浄施設

＊２　既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

＊３　1時間あたりの焼却能力　：　≧　４ｔ　焼却能力４ｔ/時以上、　　　２～４ｔ　同２ｔ/時以上４ｔ/時未満、　　　２ｔ＞　同２ｔ/時未満



ダイオキシン類自主測定結果一覧表（湘南地区行政センター管内）　　　　　№4 平成15年4月1日から平成16年3月31日報告分

№ 事　業　所　名 所　在　地

大　気　基　準　適　用　施　設 水　質　基　準　適　用　施　設 ばいじん等自主測定結果

備　考特定施設名 既・新設別 規　模
大気施設自主測定結果

特定施設名既・新設別
水質施設自主測定結果 焼 却 灰 ば い じ ん

試料採取 測定結果 試料採取 測定結果 試料採取 測定結果 試料採取 測定結果

＊１ ＊２ ＊３ 年 月 日 (ng-TEQ/m3n) ＊１ ＊２ 年 月 日 (pg-TEQ/L) 年 月 日 (ng-TEQ/g) 年 月 日 (ng-TEQ/g)

４８
二宮町環境衛生センター
桜美園

二宮町中里２０７－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.11.14 0.017

排ガス
灰貯留

既設 排水なし

H15.11.13 0.002 H15.11.14 0.067 ４号炉

４９
二宮町環境衛生センター
桜美園

二宮町中里２０７－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.9.30 0.26

H15.8.25 0.021 H15.8.25 0.0094

１号炉行政検査

５０
二宮町環境衛生センター
桜美園

二宮町中里２０７－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.8.22 0.17 ２号炉行政検査

５１
二宮町環境衛生センター
桜美園

二宮町中里２０７－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.8.25 0.64 ３号炉行政検査

５２
二宮町環境衛生センター
桜美園

二宮町中里２０７－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.8.21 0.09 ４号炉行政検査

５３
相模川流域下水道
四ノ宮管理センター

平塚市四ノ宮４－１９－１ 焼却炉 既設 ２～４ｔ H15.5.9 0.00025

排ガス
下　水

既設

H14.5.21
H14.10.8
H15.5.23
H15.11.13

0.0035
0.0044
0.0061
0.006

流動床炉の
ため焼却灰
なし

H15.5.9 0.00096 ６０トン炉

５４
相模川流域下水道
四ノ宮管理センター

平塚市四ノ宮４－１９－１ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.5.23 0 H15.5.21 0.00068 １００トン炉

５５
相模川流域下水道
四ノ宮管理センター

平塚市四ノ宮４－１９－１ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.5.26 0.00032 H15.5.26 0.086 １2０トン炉

５６ 藤沢市辻堂浄化センター 藤沢市辻堂西海岸3-3-1 焼却炉 既設 ２～４ｔ H15.10.16 0.0000087

下　水 既設

H15.2.28
H15.6.17
H15.9.3
H15.11.5

0.029
0.016
0.013
0.026

流動床炉の
ため焼却灰
なし

H15.9.3 0.00014 １号炉

５７ 藤沢市辻堂浄化センター 藤沢市辻堂西海岸3-3-1 焼却炉 既設 ２～４ｔ H15.11.5 0.00039 H15.11.5 0.0018 ２号炉

５８
相模川流域下水道
柳島管理センター

茅ヶ崎市柳島１９００ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.5.12 0

排ガス
下　水

既設

H14,8.13
H14.10.15
H15.5.12
H15.10.24

0.0017
0.003
0.0032
0.0008

流動床炉の
ため焼却灰
なし

H15.5.12 0.00000023 ４０トン炉

５９
相模川流域下水道
柳島管理センター

茅ヶ崎市柳島１９００ 焼却炉 既設 ２～４ｔ H16.1.29 0 H16.1.29 0.001 ７０トン炉

６０
相模川流域下水道
柳島管理センター

茅ヶ崎市柳島１９００ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.12.9 0 H15.12.9 0.00000048 １２０トン炉

６１
相模川流域下水道
柳島管理センター

茅ヶ崎市柳島１９００ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.5.12 0 H15.5.12 0.00000032 １８０トン炉①

６２
相模川流域下水道
柳島管理センター

茅ヶ崎市柳島１９００ 焼却炉 既設 ≧４ｔ H15.5.13 0.0011 H15.5.13 0.0016 １８０トン炉②

６３
岩井金属工業（株）
平塚工場

平塚市西八幡１－８－３ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし
H14.1.1廃止
H15届出受理

６４ （株）JSP平塚工場 平塚市東八幡５－６－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞

該当なし

H15.3.14廃止
H15届出受理

６５ （株）JSP平塚工場 平塚市東八幡５－６－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.4.24 1.3 H15.4.24 0.0059 H15.4.24 0.0042 新焼却炉

＊１　焼却炉：廃棄物焼却炉、　電気炉：鉄鋼用電気炉、　廃ガス：廃ガス洗浄施設、　灰貯留：灰貯留施設、　PCB：廃PCB等の分解施設、　下水：下水道終末処理施設、　アセチリン：アセチリン洗浄施設

＊２　既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

＊３　1時間あたりの焼却能力　：　≧　４ｔ　焼却能力４ｔ/時以上、　　　２～４ｔ　同２ｔ/時以上４ｔ/時未満、　　　２ｔ＞　同２ｔ/時未満



ダイオキシン類自主測定結果一覧表（湘南地区行政センター管内）　　　　　№5 平成15年4月1日から平成16年3月31日報告分

№ 事　業　所　名 所　在　地

大　気　基　準　適　用　施　設 水　質　基　準　適　用　施　設 ばいじん等自主測定結果

備　考特定施設名 既・新設別 規　模
大気施設自主測定結果

特定施設名既・新設別
水質施設自主測定結果 焼 却 灰 ば い じ ん

試料採取 測定結果 試料採取 測定結果 試料採取 測定結果 試料採取 測定結果

＊１ ＊２ ＊３ 年 月 日 (ng-TEQ/m3n) ＊１ ＊２ 年 月 日 (pg-TEQ/L) 年 月 日 (ng-TEQ/g) 年 月 日 (ng-TEQ/g)

６６
田中貴金属工業（株）
湘南工場

平塚市長瀞２－１４ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.6.6 7.3 該当なし H15.6.6 0.31
集じん機ない
ためばいじん
なし

６７
シーアイサンプラス（株）平
塚工場

平塚市田村５２００ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.2.6 0.33 該当なし H15.2.6 0 H15.2.6 0.002 H15.12.1廃止

６８ 菱華工業（株）平塚工場 平塚市新町６－６ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.10.24 0.000002 該当なし H15.10.24 0.24 H15.10.24 0.29

６９ 山宗化学（株）平塚工場 平塚市東八幡３－６－２２ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.10.25 0.3 該当なし H15.10.25 0 H15.10.25 0.26

７０
（株）ユタカケミカル平塚工
場

平塚市東八幡５－３－４ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.6.20 0.0056 該当なし H15.6.30 0.00011
少量のため分
析不能

７１
平塚富士見カントリークラ
ブ

平塚市土屋４８１０ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし H15通じて休止

７２ レイクウッドゴルフクラブ 平塚市土屋３４７３ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.1.30 0.057 該当なし H15.1.30 0.054 採取不可

７３平塚市環境事業センター 平塚市大神３２３０ 焼却炉 既設 ２ｔ＞

H15.4.17 0.98

該当なし

H14.4.17
　　0.00019
（不燃物）

H14.4.17 22
小動物焼却炉
１回目

H15.10.17 0.94 H15.10.17 0.011
（不燃物）

H15.10.17
16（セメント
固化後処分）

小動物焼却炉
２回目

７４
藤沢市
大清水浄化センター

藤沢市大鋸1500 該当なし 下水 既設

H14.7.9 0.0024

該当なし

１回目(H14採
取、H15報告)

H15.1.14 0.0011
２回目(H14採
取、H15報告)

H15.8.29 0.0016 ３回目

H16.1.29 0.0053 ４回目

７５
明誠建設（株）
資材センター

藤沢市獺郷１５５２ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 排ガス 既設
H15.3.31廃止
H15届出受理

７６ 三共（株）平塚工場 平塚市四ノ宮１－１２－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.7.3 0.074 該当なし H15.11.4 0.0036 H15.11.4 0.33

７７ （有）赤坂工務店 平塚市御殿１－１６－３０ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし

７８
日本パイオニクス（株）
平塚工場

平塚市田村５１８１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.2.26 1.1 該当なし H14.12.9 0.012 H14.12.9 0.26

７９ 望月建業（株） 平塚市真田６７８ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし

＊１　焼却炉：廃棄物焼却炉、　電気炉：鉄鋼用電気炉、　廃ガス：廃ガス洗浄施設、　灰貯留：灰貯留施設、　PCB：廃PCB等の分解施設、　下水：下水道終末処理施設、　アセチリン：アセチリン洗浄施設

＊２　既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

＊３　1時間あたりの焼却能力　：　≧　４ｔ　焼却能力４ｔ/時以上、　　　２～４ｔ　同２ｔ/時以上４ｔ/時未満、　　　２ｔ＞　同２ｔ/時未満



ダイオキシン類自主測定結果一覧表（湘南地区行政センター管内）　　　　　№6 平成15年4月1日から平成16年3月31日報告分

№ 事　業　所　名 所　在　地

大　気　基　準　適　用　施　設 水　質　基　準　適　用　施　設 ばいじん等自主測定結果

備　考特定施設名 既・新設別 規　模
大気施設自主測定結果

特定施設名既・新設別
水質施設自主測定結果 焼 却 灰 ば い じ ん

試料採取 測定結果 試料採取 測定結果 試料採取 測定結果 試料採取 測定結果

＊１ ＊２ ＊３ 年 月 日 (ng-TEQ/m3n) ＊１ ＊２ 年 月 日 (pg-TEQ/L) 年 月 日 (ng-TEQ/g) 年 月 日 (ng-TEQ/g)

８０
（財）同友会
藤沢湘南台病院

藤沢市高倉２３４５ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし H15通じて休止

８１ 油研工業（株） 藤沢市宮前１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし 分析結果待ち

８２ 藤沢金中青果商共同組合藤沢市片瀬３３６ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし H15通じて休止

８３ 藤田建築工業所 藤沢市渡内955-1 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし
H15.10.23変更届　分析結果待ち
施設規模78kg/H0.48㎡→107kg/H1.6㎡

８４ 日本美創 藤沢市獺郷１５７２－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし
未設置
H15通じて休止中

８５ 日本ギア工業（株） 藤沢市桐原町７ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.6.10 0.3 該当なし H15.6.11 0.0007
集じん機ないた
めばいじんなし

８６
明誠建設（株）資材セン
ター

藤沢市獺郷１５５２ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし
未設置のまま廃
止

８７ 薄衣技建（株） 藤沢市獺郷１５７２－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし 報告期限未到来

８８ 明治乳業㈱神奈川工場 茅ヶ崎市下町屋１－８－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.12.1 0.79 該当なし H15.12.1 0.13 H15.12.1 0.046

８９ 大和紙器㈱神奈川工場 茅ヶ崎市矢畑８９７ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし
Ｈ１５通じて休止
Ｈ１５届出受理

９０
東海アルミ箔（株）
茅ヶ崎工場

茅ヶ崎市萩園８２６ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし Ｈ１５通じて休止

９１ 野中睦 茅ヶ崎市下寺屋１８５０ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし Ｈ１５通じて休止

９２ （株）動物愛護の会 茅ヶ崎市下寺尾１５５１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞

H15.2.12 19

該当なし
集じん機ないた
めばいじんなし

１回目(H14測定
H15報告)

H15.5.12 2.8
H15.5.12 0.000026

２回目　暫定対策
後再測定

H15.7.14 0.1
H15.10.27 0.000028

３回目　対策完了
後再測定

H15.10.27 0.24 行政検査

９３ （株）リンレイ秦野工場 秦野市曽屋１８０ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.10.20 5.6 該当なし H15.10.21 0.027 H15.10.21 0.32

９４
（財）食品薬品安全セン
ター

秦野市落合７２９－５ 焼却炉 新設 ２ｔ＞ H14.8.13 1.5 該当なし H15.2.12 0.0085 H15.2.12 0.064 Ｈ１５届出受理

＊１　焼却炉：廃棄物焼却炉、　電気炉：鉄鋼用電気炉、　廃ガス：廃ガス洗浄施設、　灰貯留：灰貯留施設、　PCB：廃PCB等の分解施設、　下水：下水道終末処理施設、　アセチリン：アセチリン洗浄施設

＊２　既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

＊３　1時間あたりの焼却能力　：　≧　４ｔ　焼却能力４ｔ/時以上、　　　２～４ｔ　同２ｔ/時以上４ｔ/時未満、　　　２ｔ＞　同２ｔ/時未満



ダイオキシン類自主測定結果一覧表（湘南地区行政センター管内）　　　　　№7 平成15年4月1日から平成16年3月31日報告分

№ 事　業　所　名 所　在　地

大　気　基　準　適　用　施　設 水　質　基　準　適　用　施　設 ばいじん等自主測定結果

備　考特定施設名 既・新設別 規　模
大気施設自主測定結果

特定施設名既・新設別
水質施設自主測定結果 焼 却 灰 ば い じ ん

試料採取 測定結果 試料採取 測定結果 試料採取 測定結果 試料採取 測定結果

＊１ ＊２ ＊３ 年 月 日 (ng-TEQ/m3n) ＊１ ＊２ 年 月 日 (pg-TEQ/L) 年 月 日 (ng-TEQ/g) 年 月 日 (ng-TEQ/g)

９５ （有）草柳設備菩提営業所秦野市菩提９４－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.7.25 1.8 該当なし H15.4.25 0.032 H15.4.25 0.15

９６
㈱ファルケン神奈川菩提
倉庫

秦野市菩提１３３－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし H15.6.17廃止

９７ （株）常磐製作所 伊勢原市鈴川４７ 焼却炉 新設 ２ｔ＞ H15.2.25 4.2 該当なし H15.2.25 0.16 ガス化炉のためばいじんなし Ｈ１５届出受理

９８東海大学医学部付属病院伊勢原市下糟屋１４３ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.10.24 2 該当なし H15.10.24 0.27 H16.1.22 4.8

９９ （株）協同製作所 伊勢原市鈴川５３－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし
使用停止を指
示中

100 横浜ハウジング協業組合 伊勢原市鈴川５０ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.11.4 0.47 該当なし H15.11.4 0 H15.11.4 1.2

101 松脇工務店伊勢原資材倉庫
伊勢原市日向７７４ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし

H14.11.30廃止
Ｈ１５届出受理

102 清和商事 伊勢原市下谷５３８ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし
Ｈ１５を通じて
休止中

103 （株）ダニエル製造事業部 伊勢原市鈴川５１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし
使用停止を指
示中

104 ㈱竹弘化成伊勢原工場 伊勢原市鈴川５９ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H16.1.8 0.0000029 該当なし H16.1.9 0.23 H16.1.9 0.0000016

105 宗教法人寒川神社（焼却場）
寒川町宮山４１０６ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし H15.5.13廃止

106 日産工機（株） 寒川町岡田６－６－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ 該当なし
使用停止を指
示中

107 日本化工塗料（株） 寒川町一之宮７－１２－１ 焼却炉 既設 ２ｔ＞ H15.9.4 1.7 該当なし H15.9.4 0.04 H15.9.4 6.5

＊１　焼却炉：廃棄物焼却炉、　電気炉：鉄鋼用電気炉、　廃ガス：廃ガス洗浄施設、　灰貯留：灰貯留施設、　PCB：廃PCB等の分解施設、　下水：下水道終末処理施設、　アセチリン：アセチリン洗浄施設

＊２　既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

＊３　1時間あたりの焼却能力　：　≧　４ｔ　焼却能力４ｔ/時以上、　　　２～４ｔ　同２ｔ/時以上４ｔ/時未満、　　　２ｔ＞　同２ｔ/時未満
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