
[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

1.埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量［規十二条の七の二 七 ｲ、規十二条の七の五 六 ｲ］

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

廃プラスチック類 122,530kg 72,950kg 97,695kg 100,415kg 93,990kg 52,885kg 540,465kg

金属くず 10,580kg 5,800kg 7,230kg 5,790kg 10,955kg 3,770kg 44,125kg

ゴムくず

ガラスくず・コンクリートくず・
陶磁器くず

6,370kg 2,760kg 24,750kg 9,800kg 2,830kg 5,690kg 52,200kg

がれき類 12,280kg 5,230kg 9,480kg 10,040kg 16,150kg 6,825kg 60,005kg

合　計 151,760kg 86,740kg 139,155kg 126,045kg 123,925kg 69,170kg 696,795kg

２．残余容量（年度末時点）［規十二条の七の二 七 ﾊ、規十二条の七の五 六 ﾊ］ ３．展開検査の実施状況［規十二条の七の二 七 ﾆ、規十二条の七の五 六 ﾆ］

測定年月日 回

測定結果 ｍ３

４．浸透水のBOD 又はCOD 検査の実施状況と措置(月1回) ５．施設の点検（定期的）［規十二条の七の二 七 ﾛ、規十二条の七の五 六 ﾛ］

　　　［規十二条の七の二 七 ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六 ﾎ及びﾍ］

採取場所 その他（ 　　　　　）

採取年月日 令和　　年　　月　　日

検査結果が得られた日 有　・　無

BOD※１     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下 令和　　年　　月　　日

異状の有無

必要な措置を講じた年月日と

その内容※２

※１　いずれかを記載すること。　　　※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

令和    年　  月　 日 異状の有無

有　・　無 有　・　無 有　・　無

必要な措置を講じた

年月日とその内容※２

令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日

有　・　無 有　・　無

令和    年　 月　 日 令和    年　 月　 日 令和    年　 月　 日 点検年月日 令和 　年 　 月 　　日 令和  　年 　 月 　　日

令和    年　  月　 日 令和    年　  月　 日

擁壁等

最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内 擁壁 えん堤

令和　４　年　3　月　31　日 実施回数

206,310.12 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の
付着又は混入が認められ持帰りを

させた回数

　　　　　　　※別紙記載※

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（安定型） 令和４年度

会社名　　有限会社先島メンテナンス 対象期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日

種類
令和４年 令和5年

合計

＊＊別紙記載＊＊
※別紙記載※



3．展開検査の実施状況[規十二条の七の二 七　ニ、規十二条の七の五　六　ニ] [令和４年度]

4　月 5　月 6　月 7　月 8　月 9　月

実施回数 468回 260回 394回 410回 498回 302回

　

安定型産業廃棄物

以外の廃棄物の

付着又は混入が

認められた年月日

10　月 11　月 12　月 1　月 2　月 3　月

実施回数

安定型産業廃棄物

以外の廃棄物の

付着又は混入が

認められた年月日



４．浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1回）［規十二条の七の二　七ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五　六ﾎ及びﾍ］

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD 3.0㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 2.5㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 4.8㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 3.6㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD 4.6㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 2.0㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無

令和 ４年　月　　日 令和 5年　月　　日

令和 ４年　月　　日 令和 ４年　月　　日

令和 ４年　月　　日 令和 ４年　月　　日

有　　・　　無有　　・　　無

令和 ４年　４月　４日 令和 ４年 5月  9日 令和 ４年　6月　14日 令和 ４年　7月　11日

[令和4年度]

４月 ５月 ６月 ７月

最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内

有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無

令和 ４年　４月 25日 令和 ４年 5月 20日 令和 ４年　6月　24日 令和 ４年　7月　22日

最終処分場内 最終処分場内最終処分場内 最終処分場内

８月 ９月 10月 11月

有　　・　　無有　　・　　無

令和 ４年　8月　8日 令和 ４年　９月　１９日

令和 ４年　8月24日 令和 ４年  10月   ７日

12月 １月 ２月 ３月

令和 5年　月　　日 令和 5年　月　　日

最終処分場内 最終処分場内

令和 5年　月　　日 令和 5年　月　　日

最終処分場内 最終処分場内

令和 ４年　月　　日 令和 5年　月　　日



〔法第十五条の二の三、法第十五条の二の四〕

5．施設の点検[規十二条の七の二 八 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

擁壁等    　日 　  有　・ 無    　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無

えん堤   　 日 　  有　・ 無   　 日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無

その他（周囲柵）   16日 　  有　・ 無 　21日 　  有　・ 無 　18日 　  有　・ 無 　16日 　  有　・ 無  20日 　  有　・ 無 　17日 　  有　・ 無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

擁壁等   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無

えん堤   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無

その他（周囲柵）   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無  　日 　  有　・ 無 　日 　  有　・ 無  　日 　  有　・ 無  　日 　  有　・ 無

令和　　年　　月　　日

必要な措置を講
じた年月日とそ
の内容

※施設の点検で
異状が認められ
た場合のみ記入

令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日

令和４年 令和５年

10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和４年

4月 5月 6月 7月 8月 9月



[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

浸透水

先島メンテナンス 安定型処分場

令和　3年　10月　20日

令和　3年　11月 17 日

浸透水

項目
基準値

(１㍑あたり)
隣接地

1.アルキル水銀 検出されないこと 不検出 不検出

2.総水銀 0.0005mg以下 0.0005未満 0.0005未満

3.カドミウム 0.003mg以下 0.001未満 0.001未満

4.鉛 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

5.六価クロム 0.05mg以下 0.005未満 0.005未満

6.砒素 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

7.全シアン 検出されないこと 不検出 不検出

8.ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 不検出 不検出

9.トリクロロエチレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

10.テトラクロロエチレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

11.ジクロロメタン 0.02mg以下 0.001未満 0.001未満

12.四塩化炭素 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

13. 1,2-ジクロロエタン 0.004mg以下 0.0001未満 0.0001未満

14. 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg以下 0.001未満 0.001未満

15.1,2-ジクロロエチレン 0.04mg以下 0.001未満 0.001未満

16. 1,1,1-トリクロロエタン 1mg以下 0.001未満 0.001未満

17.1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg以下 0.0001未満 0.0001未満

18. 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

19.チウラム 0.006mg以下 0.0005未満 0.0005未満

20.シマジン 0.003mg以下 0.0003未満 0.0003未満

21.チオベンカルブ 0.02mg以下 0.002未満 0.002未満

22.ベンゼン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

23.セレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

24.1,4－ジオキサン 0.05mg以下 0.005未満 0.005未満

25.クロロエチレン 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

6．水質検査の実施状況と措置(年1 回) ［規十二条の七の二 七 ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六 ﾎ及びﾍ］

　　及び水質検査結果 [ 安定型 ](別紙)[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

地下水

採取場所 (有)先島メンテナンス　　 安定型処分場

必要な措置を講じた

年月日とその内容※２

採取年月日 令和　3年  10月 20 日

検査結果が得られた日 令和　3年  11月 17 日

検査項目及び検査結果

水質の区分 地下水

異状の有無











[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

浸透水

先島メンテナンス 安定型処分場

令和　3 年10 月 20日

令和　3 年 11月 17日

浸透水

基準値
(１㍑あたり)

隣接地

1.アルキル水銀 検出されないこと 不検出 不検出

2.総水銀 0.0005mg以下 0.0005未満 0.0005未満

3.カドミウム 0.003mg以下 0.001未満 0.001未満

4.鉛 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

5.六価クロム 0.05mg以下 0.005未満 0.005未満

6.砒素 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

7.全シアン 検出されないこと 不検出 不検出

8.ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 不検出 不検出

9.トリクロロエチレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

10.テトラクロロエチレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

11.ジクロロメタン 0.02mg以下 0.001未満 0.001未満

12.四塩化炭素 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

13. 1,2-ジクロロエタン 0.004mg以下 0.0001未満 0.0001未満

14. 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg以下 0.001未満 0.001未満

15. 1,2-ジクロロエチレン 0.04mg以下 0.001未満 0.001未満

16. 1,1,1-トリクロロエタン 1mg以下 0.001未満 0.001未満

17.1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg以下 0.0001未満 0.0001未満

18. 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

19.チウラム 0.006mg以下 0.0005未満 0.0005未満

20.シマジン 0.003mg以下 0.0003未満 0.0003未満

21.チオベンカルブ 0.02mg以下 0.002未満 0.002未満

22.ベンゼン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

23.セレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

24.1,4－ジオキサン 0.05mg以下 0.005未満 0.005未満

25.クロロエチレン 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

6．水質検査の実施状況と措置(年1 回) ［規十二条の七の二 七 ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六 ﾎ及びﾍ］

　　及び水質検査結果 [ 安定型 ](別紙)[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

地下水

採取場所 (有)先島メンテナンス　　 安定型処分場

必要な措置を講じた

年月日とその内容※２

採取年月日

検査結果が得られた日

検査項目及び検査結果

水質の区分 地下水

異状の有無

令和 3 年 10 月20 日

令和 3 年 11 月17 日



[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（安定型） 令和２年度

会社名　　有限会社先島メンテナンス 対象期間：令和２年4月1日～令和３年3月31日

1.埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量［規十二条の七の二 七 ｲ、規十二条の七の五 六 ｲ］

種類
令和2年 令和３年

合計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

廃プラスチック類 123,920kg 157,090kg 170,800kg 154,470kg 107,220kg 98,160kg 130,965kg 104,615kg 86,615kg 104,345kg 200,855kg 149,290kg 1,588,345kg

金属くず 13,300kg 10,240kg 12,855kg 14,730kg 15,580kg 10,785kg 18,850kg 16,430kg 19,185kg 12,853kg 14,230kg 18,355kg 177,393kg

ゴムくず

ガラスくず・コンクリートくず・
陶磁器くず

22,340kg 9,820kg 4,240㎏ 6,510kg 3,300kg 3,170kg 10,010kg 10,800kg 14,220kg 18,482kg 6,350kg 10,970kg 120,212kg 

がれき類 9,840kg 6,830kg 14,860kg 16,140kg 16,780kg 18,160kg 22,220kg 12,470kg 14,580kg 10,930kg 12,690kg 10,540kg 166,040kg

合　計 169,400 183,980 202,755 191,850 142,880 130,275 182,045 144,315 134,600 146,610 234,125 189,155 2,051,990kg 

２．残余容量（年度末時点）［規十二条の七の二 七 ﾊ、規十二条の七の五 六 ﾊ］ ３．展開検査の実施状況［規十二条の七の二 七 ﾆ、規十二条の七の五 六 ﾆ］

測定年月日 令和　２　年　3　月　31　日 実施回数 回

測定結果 220,614.754 ｍ
３ 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の

付着又は混入が認められ持帰りを　　　　
させた回数　

　　　　　　　※別紙記載※

４．浸透水のBOD 又はCOD 検査の実施状況と措置(月1回) ５．施設の点検（定期的）［規十二条の七の二 七 ﾛ、規十二条の七の五 六 ﾛ］

　　　［規十二条の七の二 七 ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六 ﾎ及びﾍ］ 擁壁等

採取場所 最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内 擁壁 えん堤 その他（ 　　　　　）

採取年月日 令和    年　 月　 日 令和    年　 月　 日 令和    年　 月　 日 点検年月日 令和 　年 　 月 　　日 令和 　年 　 月 　　日 令和　年　　月　　日

検査結果が得られた日 令和    年　  月　 日 令和    年　  月　 日 令和    年　  月　 日 異状の有無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

BOD
※１     mg/㍑

基準値　　　

20mg/㍑以下     mg/㍑
基準値　　　

20mg/㍑以下     mg/㍑
基準値　　　

20mg/㍑以下

必要な措置を講じた

年月日とその内容
※２

令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 令和　年　　月　　日

異状の有無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

必要な措置を講じた年月日と

その内容
※２

※１　いずれかを記載すること。　　　※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

＊＊別紙記載＊＊
        ※別紙記載※



3．展開検査の実施状況[規十二条の七の二 七　ニ、規十二条の七の五　六　ニ] [令和２年度]

4　月 5　月 6　月 7　月 8　月 9　月

実施回数 353回 386 回 334回 388回 320回 296回

安定型産業廃棄物

以外の廃棄物の

付着又は混入が

認められた年月日

10　月 11　月 12　月 1　月 2　月 3　月

実施回数 362回 309回 430回 294回 421回 477回

安定型産業廃棄物

以外の廃棄物の

付着又は混入が

認められた年月日



４．浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1回）［規十二条の七の二　七ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五　六ﾎ及びﾍ］ [令和２年度]

４月 ５月 ６月 ７月

採取場所（浸透水） 最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内

採取年月日 令和２年４月２０日 令和２年６月２２日 令和２年７月 ２７日

検査結果が得られた日 令和２年５月 ７日 令和２年７月 １日 令和２年８月  ５日

BOD 2.7㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 0.9㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 0.8㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

８月 ９月 10月 11月

採取場所（浸透水） 最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内

採取年月日 令和２年８月２５日 令和２年　９月２９日 令和２年１０月２８日 令和２年１１月３０日

検査結果が得られた日 令和２年９月　８日 令和２年１０月　７日 令和２年１１月１８日 令和２年１２月８日

BOD 4.1㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 1.1㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 0.6㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 0.8㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

12月 １月 ２月 ３月

採取場所（浸透水） 最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内

採取年月日 令和２年１２月２２日 令和３年　１月２６日 令和３年　２月２４日 令和　年　月　日

検査結果が得られた日 令和３年　１月　８日 令和３年　２月　３日 令和３年　３月　８日 令和　年　月　日

BOD 0.8㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 0.9㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 1.3㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無

必要な措置を講じた年月
日とその内容



〔法第十五条の二の三、法第十五条の二の四〕

5．施設の点検[規十二条の七の二 八 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

令和２年

4月 5月 6月 7月 8月 9月

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

擁壁等    　日 　  有　・ 無    　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無

えん堤   　 日 　  有　・ 無   　 日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無

その他（周囲柵）   11日 　  有　・ 無   　9日 　  有　・ 無  13日 　  有　・ 無 　　11日 　  有　・ 無  　15日 　  有　・ 無 　　19日 　  有　・ 無

令和２年 令和３年

10月 11月 12月 1月 2月 3月

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

擁壁等   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無

えん堤   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無

その他（周囲柵）   16日 　  有　・ 無  20日 　  有　・ 無 　18日 　  有　・ 無 15日 　  有　・ 無 19日 　  有　・ 無 19日 　  有　・ 無

必要な措置を講
じた年月日とそ
の内容

※施設の点検で
異状が認められ
た場合のみ記入

令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日



[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

6．水質検査の実施状況と措置(年1 回) ［規十二条の七の二 七 ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六 ﾎ及びﾍ］

　　及び水質検査結果 [ 安定型 ](別紙)[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

地下水 浸透水

採取場所 (有)先島メンテナンス　　 安定型処分場 先島メンテナンス 安定型処分場

採取年月日 令和2 年 10月28 日 令和　2 年10 月28 日

検査結果が得られた日 令和 2 年11 月25 日 令和　2 年 11月 18日

検査項目及び検査結果

水質の区分 地下水 浸透水

基準値
(１㍑あたり)

隣接地

1.アルキル水銀 検出されないこと 不検出 不検出

2.総水銀 0.0005mg以下 0.0005未満 0.0005未満

3.カドミウム 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

4.鉛 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

5.六価クロム 0.05mg以下 0.005未満 0.005未満

6.砒素 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

7.全シアン 検出されないこと 不検出 不検出

8.ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 不検出 不検出

9.トリクロロエチレン 0.03mg以下 0.001未満 0.001未満

10.テトラクロロエチレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

11.ジクロロメタン 0.02mg以下 0.001未満 0.001未満

12.四塩化炭素 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

13. 1,2-ジクロロエタン 0.004mg以下 0.0001未満 0.0001未満

14. 1,1-ジクロロエチレン 0.02mg以下 0.001未満 0.001未満

15.シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg以下 0.001未満 0.001未満

16. 1,1,1-トリクロロエタン 1mg以下 0.001未満 0.001未満

17.1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg以下 0.0001未満 0.0001未満

18. 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

19.チウラム 0.006mg以下 0.0005未満 0.0005未満

20.シマジン 0.003mg以下 0.0003未満 0.0003未満

21.チオベンカルブ 0.02mg以下 0.002未満 0.002未満

22.ベンゼン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

23.セレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

24.1,4－ジオキサン 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

25.塩化ビニルモノマー 0.01mg以下 0.0001未満 0.0001未満

異状の有無

必要な措置を講じた

年月日とその内容
※２



[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

1.埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量［規十二条の七の二 七 ｲ、規十二条の七の五 六 ｲ］

平成31年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

廃プラスチック類 133,565kg 105,750kg 163,675kg 203,590kg 107,430kg 106,475kg 143,660kg 110,885kg 141,840kg 116,215kg 167,825kg 167,095kg 1,668,005kg

金属くず 15,020kg 9,690kg 13,075kg 12,570kg 10,710kg 7,920kg 11,035kg 14,725kg 20,925kg 12,890kg 13,125kg 26,655kg 168,340kg

ゴムくず

ガラスくず・コンクリートくず・
陶磁器くず

5,180kg 4,140kg 23,670kg 2,490kg 4,620kg 5,650kg 5,430kg 12,690kg 15,720kg 26,440kg 5,920kg 7,540kg 119,490kg

がれき類 12,690kg 7,640kg 7,660kg 10,320kg 8,350kg 8,590kg 17,735kg 10,130kg 13,550kg 15,810kg 18,200kg 22,950kg 153,625kg

合　計 166,455kg 127,220kg 208,080kg 228,970kg 131,110kg 128,635kg 177,860kg 148,430kg 192,035kg 171,355kg 205,070kg 224,240kg 2,109,460kg

２．残余容量（年度末時点）［規十二条の七の二 七 ﾊ、規十二条の七の五 六 ﾊ］ ３．展開検査の実施状況［規十二条の七の二 七 ﾆ、規十二条の七の五 六 ﾆ］

測定年月日 回

測定結果 ｍ３

４．浸透水のBOD 又はCOD 検査の実施状況と措置(月1回) ５．施設の点検（定期的）［規十二条の七の二 七 ﾛ、規十二条の七の五 六 ﾛ］

　　　［規十二条の七の二 七 ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六 ﾎ及びﾍ］

採取場所 その他（ 　　　　　）

採取年月日 平成　年　　月　　日

検査結果が得られた日 有　・　無

BOD※１     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下 平成　年　　月　　日

異状の有無

必要な措置を講じた年月日と

その内容※２

※１　いずれかを記載すること。　　　※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

必要な措置を講じた

年月日とその内容※２

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

平成    年　  月　 日 異状の有無

有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無

平成    年　 月　 日 平成    年　 月　 日 平成    年　 月　 日 点検年月日 平成 　年 　 月 　　日 平成 　年 　 月 　　日

平成    年　  月　 日 平成    年　  月　 日

擁壁等

最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内 擁壁 えん堤

平成　31　年　3　月　31　日 実施回数

225,732.831 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の
付着又は混入が認められ持帰りを

させた回数

　　　　　　　※別紙記載※

種類
令和 2年

合計
令和元年

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（安定型） 平成31年度

会社名　　有限会社先島メンテナンス 対象期間：平成31年4月1日～令和2年3月31日

＊＊別紙記載＊＊
※別紙記載※



3．展開検査の実施状況[規十二条の七の二 七　ニ、規十二条の七の五　六　ニ] [平成31年度]

4　月 5　月 6　月 7　月 8　月 9　月

実施回数 390回 346回 310回 405回 356回 260回

安定型産業廃棄物

以外の廃棄物の

付着又は混入が

認められた年月日

10　月 11　月 12　月 1　月 2　月 3　月

実施回数 422回 392回 445回 378回 316回 482回

安定型産業廃棄物

以外の廃棄物の

付着又は混入が

認められた年月日



４．浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1回）［規十二条の七の二　七ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五　六ﾎ及びﾍ］

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD 2.5㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 2.4㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 2.1㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 0.7㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD 0.5㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 2.5㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 2.1㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 1.4㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無

令和 元年 8月28日 令和 元年 　月 　日 令和 元年10月24日 令和 元年 　月 　日

令和 元年12月17日 令和 元年 　月 　日

有　　・　　無有　　・　　無

平成31年 ４月 11日 令和 元年 ５月 10日 令和 元年 ６月２６日 令和 元年 7月29日

最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内

[平成31年度]

４月 ５月 ６月 ７月

令和元年 ５月  ７日 令和 元年 ５月 21日 令和 元年 ７月 ９日 令和 元年 9月26日

有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無

最終処分場内 最終処分場内

８月 ９月 10月 11月

最終処分場内 最終処分場内

令和 元年 　月 　日 令和 ２年 １月28日

令和 元年 　月 　日 令和 ２年 ２月14日

令和 元年 9月26日 令和 元年 　月 　日

有　　・　　無有　　・　　無

12月 １月 ２月 ３月

最終処分場内 最終処分場内

令和 ２年 ２月24日 令和 ２年 　月 　日

最終処分場内 最終処分場内

令和 ２年 ３月10日 令和 ２年 　月 　日



〔法第十五条の二の三、法第十五条の二の四〕

5．施設の点検[規十二条の七の二 八 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

擁壁等    　日 　  有　・ 無    　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無

えん堤   　 日 　  有　・ 無   　 日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無

その他（周囲柵）   13日 　  有　・ 無  11日 　  有　・ 無 　8日 　  有　・ 無    13日 　  有　・ 無 　 10日 　  有　・ 無 　　14日 　  有　・ 無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

擁壁等   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無

えん堤   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無

その他（周囲柵）   　12日 　  有　・ 無   　9日 　  有　・ 無 　 14日 　  有　・ 無 　 11日 　  有　・ 無 　 8日 　  有　・ 無 　14 日 　  有　・ 無

平成　　年　　月　　日

必要な措置を講
じた年月日とそ
の内容

※施設の点検で
異状が認められ
た場合のみ記入

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

令和元年 令和２年

10月 11月 12月 1月 2月 3月

8月 9月

平成31年 令和元年

4月 5月 6月 7月



[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

浸透水

先島メンテナンス 安定型処分場

令和　1 年10 月24 日

令和　1 年 12月 17日

浸透水

基準値
(１㍑あたり)

隣接地

1.アルキル水銀 検出されないこと 不検出 不検出

2.総水銀 0.0005mg以下 0.0005未満 0.0005未満

3.カドミウム 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

4.鉛 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

5.六価クロム 0.05mg以下 0.005未満 0.005未満

6.砒素 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

7.全シアン 検出されないこと 不検出 不検出

8.ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 不検出 不検出

9.トリクロロエチレン 0.03mg以下 0.001未満 0.001未満

10.テトラクロロエチレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

11.ジクロロメタン 0.02mg以下 0.001未満 0.001未満

12.四塩化炭素 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

13. 1,2-ジクロロエタン 0.004mg以下 0.0001未満 0.0001未満

14. 1,1-ジクロロエチレン 0.02mg以下 0.001未満 0.001未満

15.シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg以下 0.001未満 0.001未満

16. 1,1,1-トリクロロエタン 1mg以下 0.001未満 0.001未満

17.1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg以下 0.0001未満 0.0001未満

18. 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

19.チウラム 0.006mg以下 0.0005未満 0.0005未満

20.シマジン 0.003mg以下 0.0003未満 0.0003未満

21.チオベンカルブ 0.02mg以下 0.002未満 0.002未満

22.ベンゼン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

23.セレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

24.1,4－ジオキサン 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

25.塩化ビニルモノマー 0.01mg以下 0.0001未満 0.0001未満

6．水質検査の実施状況と措置(年1 回) ［規十二条の七の二 七 ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六 ﾎ及びﾍ］

　　及び水質検査結果 [ 安定型 ](別紙)[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

地下水

採取場所 (有)先島メンテナンス　　 安定型処分場

必要な措置を講じた

年月日とその内容※２

採取年月日 令和 1 年 10月24 日

検査結果が得られた日 令和 1 年12 月17 日

検査項目及び検査結果

水質の区分 地下水

異状の有無



[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

1.埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量［規十二条の七の二 七 ｲ、規十二条の七の五 六 ｲ］

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

廃プラスチック類 107,530kg 94,775kg 168,505kg 162,610kg 73,290kg 77,705kg 86,198kg 88,880kg 133,465kg 66,500kg 148,015kg 193,345kg 1,400,818kg

金属くず 7,510kg 8,980kg 7,550kg 8,005kg 6,450kg 5,480kg 6,612kg 21,275kg 23,610kg 12,410kg 13,840kg 19,640kg 141,362kg

ゴムくず

ガラスくず・コンクリートくず・
陶磁器くず

2,810kg 8,080kg 9,980kg 4,700kg 9,080kg 2,340kg 5,560kg 6,750kg 8,790kg 26,310kg 2,550kg 7,720kg 94,670kg

がれき類 9,230kg 6,640kg 5,320kg 5,730kg 7,070kg 9,970kg 10,280kg 10,780kg 13,090kg 11,700kg 11,110kg 13,435kg 114,355kg

合　計 127,080kg 118,475kg 191,355kg 181,045kg 95,890kg 95,495kg 108,650㎏ 127,685㎏ 178,955㎏ 116,920㎏ 175,515㎏ 234,140㎏ 1,751,205kg

２．残余容量（年度末時点）［規十二条の七の二 七 ﾊ、規十二条の七の五 六 ﾊ］ ３．展開検査の実施状況［規十二条の七の二 七 ﾆ、規十二条の七の五 六 ﾆ］

測定年月日 回

測定結果 ｍ３

４．浸透水のBOD 又はCOD 検査の実施状況と措置(月1回) ５．施設の点検（定期的）［規十二条の七の二 七 ﾛ、規十二条の七の五 六 ﾛ］

　　　［規十二条の七の二 七 ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六 ﾎ及びﾍ］

採取場所 その他（ 　　　　　）

採取年月日 平成　年　　月　　日

検査結果が得られた日 有　・　無

BOD※１     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下 平成　年　　月　　日

異状の有無

必要な措置を講じた年月日と

その内容※２

※１　いずれかを記載すること。　　　※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

種類
平成30年 平成31年

合計

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（安定型） 平成30年度

会社名　　有限会社先島メンテナンス 対象期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成　31　年　3　月　31　日 実施回数

225,732.831 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の
付着又は混入が認められ持帰りを

させた回数

　　　　　　　※別紙記載※

擁壁等

最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内 擁壁 えん堤

有　・　無

平成    年　 月　 日 平成    年　 月　 日 平成    年　 月　 日 点検年月日 平成 　年 　 月 　　日 平成 　年 　 月 　　日

平成    年　  月　 日 平成    年　  月　 日 平成    年　  月　 日 異状の有無

有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無

必要な措置を講じた

年月日とその内容※２

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

＊＊別紙記載＊＊
※別紙記載※



3．展開検査の実施状況[規十二条の七の二 七　ニ、規十二条の七の五　六　ニ] [平成30年度]

4　月 5　月 6　月 7　月 8　月 9　月

実施回数 260回 288回 320回 220回 246回 240回

平成30年4月18日

安定型産業廃棄物

以外の廃棄物の

付着又は混入が

認められた年月日

10　月 11　月 12　月 1　月 2　月 3　月

実施回数 313回 285回 390回 226回 280回 426回

安定型産業廃棄物

以外の廃棄物の

付着又は混入が

認められた年月日



４．浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1回）［規十二条の七の二　七ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五　六ﾎ及びﾍ］

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD 1.5㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 4.1㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 1.1㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 0.6㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD 1.5㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 2.4㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 0.8㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 3.2㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD 0.7㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 0.6㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 2.4㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 2.1㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

最終処分場内 最終処分場内

平成30年12月13日 平成31年1月28日

12月 １月 ２月 ３月

平成31年4月11日 平成31年4月15日

最終処分場内 最終処分場内

平成31年2月27日 平成31年3月25日

平成30年8月22日 平成30年9月20日

有　　・　　無有　　・　　無

８月 ９月 10月 11月

最終処分場内 最終処分場内最終処分場内 最終処分場内

平成30年7月13日 平成30年7月13日

有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無

最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内

[平成30年度]

４月 ５月 ６月 ７月

平成30年4月23日 平成30年5月16日 平成30年6月30日 平成30年7月2日

平成30年5月18日 平成30年5月31日

平成31年1月22日 平成31年2月19日

平成30年10月15日 平成30年11月28日

平成30年12月14日 平成31年1月4日

平成30年8月15日 平成30年9月7日

有　　・　　無有　　・　　無

有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無



〔法第十五条の二の三、法第十五条の二の四〕

5．施設の点検[規十二条の七の二 八 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

擁壁等    　日 　  有　・ 無    　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無

えん堤   　 日 　  有　・ 無   　 日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無

その他（周囲柵）   14日 　  有　・ 無  12日 　  有　・ 無 　9日 　  有　・ 無 　　14日 　  有　・ 無 　11日 　  有　・ 無 　　8日 　  有　・ 無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

擁壁等   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無

えん堤   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無

その他（周囲柵）   　13日 　  有　・ 無   　10日 　  有　・ 無 　 8日 　  有　・ 無 12日 　  有　・ 無   9日 　  有　・ 無   9日 　  有　・ 無

平成30年

4月 5月 6月 7月 8月 9月

平成30年 平成31年

10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成　　年　　月　　日

必要な措置を講
じた年月日とそ
の内容

※施設の点検で
異状が認められ
た場合のみ記入

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日



[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

浸透水

先島メンテナンス 安定型処分場

平成　30年　10月　15日

平成　30年　12月  14日

浸透水

項目
基準値

(１㍑あたり)
隣接地

1.BOD 20以下 1.2 0.8

2.アルキル水銀 検出されないこと 不検出 不検出

3.総水銀 0.0005mg以下 0.0005未満 0.0005未満

4.カドミウム 0.003mg以下 0.001未満 0.001未満

5.鉛 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

6.六価クロム 0.05mg以下 0.005未満 0.005未満

7.砒素 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

8.全シアン 検出されないこと 不検出 不検出

9.ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 不検出 不検出

10.トリクロロエチレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

11.テトラクロロエチレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

12.ジクロロメタン 0.02mg以下 0.001未満 0.001未満

13.四塩化炭素 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

14. 1,2-ジクロロエタン 0.004mg以下 0.0001未満 0.0001未満

15. 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg以下 0.001未満 0.001未満

16.シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg以下 0.001未満 0.001未満

17. 1,1,1-トリクロロエタン 1mg以下 0.001未満 0.001未満

18.1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg以下 0.0001未満 0.0001未満

19. 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

20.チウラム 0.006mg以下 0.0005未満 0.0005未満

21.シマジン 0.003mg以下 0.0003未満 0.0003未満

22.チオベンカルブ 0.02mg以下 0.002未満 0.002未満

23.ベンゼン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

24.セレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

25.1,4－ジオキサン 0.05mg以下 0.005未満 0.005未満

26.クロロエチレン 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

6．水質検査の実施状況と措置(年1 回) ［規十二条の七の二 七 ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六 ﾎ及びﾍ］

　　及び水質検査結果 [ 安定型 ](別紙)[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

地下水

採取場所 (有)先島メンテナンス　　 安定型処分場

必要な措置を講じた

年月日とその内容※２

採取年月日 平成　 30年  10月  15日

検査結果が得られた日  平成  30年  12月　14日

検査項目及び検査結果

水質の区分 地下水

異状の有無



[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

1.埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量［規十二条の七の二 七 ｲ、規十二条の七の五 六 ｲ］

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

廃プラスチック類 89,940kg 106,510kg 126,250kg 121,630㎏ 92,835㎏ 72,095㎏ 85,550kg 90,230kg 216,225kg 51,315kg 144,810kg 141,150kg 1,338,540kg

金属くず 1,525kg 1,850kg 9,410kg 8,350㎏ 7,860㎏ 8,015㎏ 15,030kg 11,000kg 14,390kg 8,260kg 7,460kg 10,143kg 103,293kg

ゴムくず

ガラスくず・コンクリートくず・
陶磁器くず

17,940kg 7,270kg 8,020kg 11,180㎏ 9,710㎏ 5,190㎏ 12,110kg 2,940kg 16,990kg 5,310kg 8,540kg 5,390kg 110,590kg 

がれき類 67,045kg 1,720kg 16,920kg 14,550㎏ 7,070㎏ 10,500㎏ 14,600kg 12,530kg 10,880kg 8,470kg 2,450kg 9,290kg 176,025kg 

合　計 176,450kg 117,350kg 160,600kg 155,710㎏ 117,475㎏ 95,800㎏ 127,290kg 116,700kg 258,485kg 73,355kg 163,260kg 165,973kg 1,728,448kg 

２．残余容量（年度末時点）［規十二条の七の二 七 ﾊ、規十二条の七の五 六 ﾊ］ ３．展開検査の実施状況［規十二条の七の二 七 ﾆ、規十二条の七の五 六 ﾆ］

測定年月日 回

測定結果 ｍ３

４．浸透水のBOD 又はCOD 検査の実施状況と措置(月1回) ５．施設の点検（定期的）［規十二条の七の二 七 ﾛ、規十二条の七の五 六 ﾛ］

　　　［規十二条の七の二 七 ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六 ﾎ及びﾍ］

採取場所 その他（ 　　　　　）

採取年月日 平成　年　　月　　日

検査結果が得られた日 有　・　無

BOD※１     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下 平成　年　　月　　日

異状の有無

必要な措置を講じた年月日と

その内容※２

※１　いずれかを記載すること。　　　※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

種類
平成29年 平成30年

合計

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（安定型） 平成29年度

会社名　　有限会社先島メンテナンス 対象期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日

平成　29　年　3　月　31　日 実施回数

234,143.301 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の
付着又は混入が認められ持帰りを

させた回数

　　　　　　　※別紙記載※

擁壁等

最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内 擁壁 えん堤

有　・　無

平成    年　 月　 日 平成    年　 月　 日 平成    年　 月　 日 点検年月日 平成 　年 　 月 　　日 平成 　年 　 月 　　日

平成    年　  月　 日 平成    年　  月　 日 平成    年　  月　 日 異状の有無

有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無

必要な措置を講じた

年月日とその内容※２

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

＊＊別紙記載＊＊
※別紙記載※



3．展開検査の実施状況[規十二条の七の二 七　ニ、規十二条の七の五　六　ニ] [平成29年度]

4　月 5　月 6　月 7　月 8　月 9　月

実施回数 250回 180回 150回 260回 220回 190回

平成29年6月13日

平成29年6月23日

安定型産業廃棄物

以外の廃棄物の

付着又は混入が

認められた年月日

10　月 11　月 12　月 1　月 2　月 3　月

実施回数 220回 200回 260回 140回 260回 280回

安定型産業廃棄物

以外の廃棄物の

付着又は混入が

認められた年月日



４．浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1回）［規十二条の七の二　七ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五　六ﾎ及びﾍ］

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD 2.3㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 4.5㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD 1.4㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 1.4㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 2.1㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD 1.0㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 0.7㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 3.8㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 1.0㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

最終処分場内 最終処分場内

  平成 29年 12月　20日 平成 30年　1月　16日

12月 １月 ２月 ３月

平成 30年　3月　23日 平成 30年　4月　18日

最終処分場内 最終処分場内

平成 30年　2月　21日 平成 30年　3月　29日

平成 29年　9月　29日 平成 29年　　月　　　日

有　　・　　無有　　・　　無

８月 ９月 10月 11月

最終処分場内 最終処分場内最終処分場内 最終処分場内

平成 29年　　月　　　日 平成 29年　　月　　　日

有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無

最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内

[平成29年度]

４月 ５月 ６月 ７月

平成 29年 　4月　25日 平成 29年　5月　23日 平成 29年　　月　　　日 平成 29年　　月　　　日

平成 29年 　5月 　2日 平成 29年　5月　31日

  平成 30年　 1月　 5日 平成 30年　2月　 2日

平成 29年 10月 10日 平成 29年 11月　30日

平成 29年 11月　2日 平成 29年 12月　28日

平成 29年　8月　31日 平成 29年　　月　　　日

有　　・　　無有　　・　　無

有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無



〔法第十五条の二の三、法第十五条の二の四〕

5．施設の点検[規十二条の七の二 八 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

擁壁等    　日 　  有　・ 無    　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無

えん堤   　 日 　  有　・ 無   　 日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無

その他（周囲柵）   　8日 　  有　・ 無   13日 　  有　・ 無  10日 　  有　・ 無  　8日 　  有　・ 無 　　12日 　  有　・ 無 　　9日 　  有　・ 無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

擁壁等   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無

えん堤   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無

その他（周囲柵） 　  14日 　  有　・ 無   　11日 　  有　・ 無 　9日 　  有　・ 無 　 13日 　  有　・ 無 　10日 　  有　・ 無 　 10日 　  有　・ 無

平成29年

4月 5月 6月 7月 8月 9月

平成29年 平成30年

10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成　　年　　月　　日

必要な措置を講
じた年月日とそ
の内容

※施設の点検で
異状が認められ
た場合のみ記入

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日



[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

浸透水

先島メンテナンス 安定型処分場

平成　29年　10月　26日

平成　29年　11月28日

浸透水

基準値
(１㍑あたり)

隣接地

1.アルキル水銀 検出されないこと 不検出 不検出

2.総水銀 0.0005mg以下 0.0005未満 0.0005未満

3.カドミウム 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

4.鉛 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

5.六価クロム 0.05mg以下 0.005未満 0.005未満

6.砒素 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

7.全シアン 検出されないこと 不検出 不検出

8.ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 不検出 不検出

9.トリクロロエチレン 0.03mg以下 0.001未満 0.001未満

10.テトラクロロエチレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

11.ジクロロメタン 0.02mg以下 0.001未満 0.001未満

12.四塩化炭素 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

13. 1,2-ジクロロエタン 0.004mg以下 0.0001未満 0.0001未満

14. 1,1-ジクロロエチレン 0.02mg以下 0.001未満 0.001未満

15.シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg以下 0.001未満 0.001未満

16. 1,1,1-トリクロロエタン 1mg以下 0.001未満 0.001未満

17.1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg以下 0.0001未満 0.0001未満

18. 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

19.チウラム 0.006mg以下 0.0005未満 0.0005未満

20.シマジン 0.003mg以下 0.0003未満 0.0003未満

21.チオベンカルブ 0.02mg以下 0.002未満 0.002未満

22.ベンゼン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

23.セレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

24.1,4－ジオキサン 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

25.塩化ビニルモノマー 0.01mg以下 0.0001未満 0.0001未満

検査項目及び検査結果

水質の区分 地下水

異状の有無

6．水質検査の実施状況と措置(年1 回) ［規十二条の七の二 七 ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六 ﾎ及びﾍ］

　　及び水質検査結果 [ 安定型 ](別紙)[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

地下水

採取場所 (有)先島メンテナンス　　 安定型処分場

必要な措置を講じた

年月日とその内容※２

採取年月日 平成　29年 10月 26日

検査結果が得られた日 平成　29年　11月28日



[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

1.埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量［規十二条の七の二 七 ｲ、規十二条の七の五 六 ｲ］

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

廃プラスチック類 101,550kg 97,745kg 92,240kg 124,125kg 66,335kg 46,890kg 58,490kg 68,375kg 143,205kg 68,400kg 118,245kg 112,410kg 1,098,010kg

金属くず 3,720kg 4,328kg 2,019kg 2,353kg 2,310kg 3,500kg 2,230kg 1,265kg 2,270kg 23,995kg

ゴムくず

ガラスくず・コンクリートくず・
陶磁器くず

8,230kg 7,570kg 3,640kg 6,090kg 23,830kg 13,180kg 5,050kg 3,980kg 31,080kg 14,450kg 6,840kg 14,120kg 138,060kg

がれき類 70,200kg 65,650kg 55,920kg 90,670kg 48,770kg 43,925kg 3,630kg 42,795kg 4,510kg 10,670kg 14,210kg 450,950kg

合　計 179,980kg 170,965kg 155,520kg 225,213kg 140,954kg 106,348kg 67,170kg 74,665kg 220,580kg 89,590kg 137,020kg 143,010kg 1,711,015kg

２．残余容量（年度末時点）［規十二条の七の二 七 ﾊ、規十二条の七の五 六 ﾊ］ ３．展開検査の実施状況［規十二条の七の二 七 ﾆ、規十二条の七の五 六 ﾆ］

測定年月日 回

測定結果 ｍ３

４．浸透水のBOD 又はCOD 検査の実施状況と措置(月1回) ５．施設の点検（定期的）［規十二条の七の二 七 ﾛ、規十二条の七の五 六 ﾛ］

　　　［規十二条の七の二 七 ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六 ﾎ及びﾍ］

採取場所 その他（ 　　　　　）

採取年月日 平成　年　　月　　日

検査結果が得られた日 有　・　無

BOD※１     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下     mg/㍑
基準値

20mg/㍑以下 平成　年　　月　　日

異状の有無

必要な措置を講じた年月日と

その内容※２

※１　いずれかを記載すること。　　　※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

必要な措置を講じた

年月日とその内容※２

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

平成    年　  月　 日 異状の有無

有　・　無 有　・　無 有　・　無

有　・　無 有　・　無

平成    年　 月　 日 平成    年　 月　 日 平成    年　 月　 日 点検年月日 平成 　年 　 月 　　日 平成 　年 　 月 　　日

平成    年　  月　 日 平成    年　  月　 日

擁壁等

最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内 擁壁 えん堤

平成　28　年　3　月　31　日 実施回数

238,271.801 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の
付着又は混入が認められ持帰りを

させた回数

　　　　　　　※別紙記載※

種類
平成28年 平成29年

合計

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（安定型） 平成28年度

会社名　　有限会社先島メンテナンス 対象期間：平成28年4月1日～平成29年3月31日

＊＊別紙記載＊＊ 
        ※別紙記載※ 



3．展開検査の実施状況[規十二条の七の二 七　ニ、規十二条の七の五　六　ニ] [平成28年度]

4　月 5　月 6　月 7　月 8　月 9　月

実施回数 115回 105 回 90回 95回 80回 110回

平成28年4月6日 平成28年6月15日 平成28年8月10日 平成28年9月3日

平成28年6月24日 平成28年8月20日 平成28年9月12日

安定型産業廃棄物 平成28年8月24日 平成28年9月13日

以外の廃棄物の

付着又は混入が

認められた年月日

10　月 11　月 12　月 1　月 2　月 3　月

実施回数 120回 115回 160回 210回 190回 230回

平成28年10月3日 平成28年11月15日

平成28年10月6日

安定型産業廃棄物

以外の廃棄物の

付着又は混入が

認められた年月日



４．浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1回）［規十二条の七の二　七ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五　六ﾎ及びﾍ］

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 12㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 2.8㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 2.8㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD 2.8㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 1.5㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 1.7㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 1.1㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

採取場所（浸透水）

採取年月日

検査結果が得られた日

BOD 1.3㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 ㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下 3.3㎎/㍑ 基準値　20㎎/㍑以下

異状の有無

必要な措置を講じた年月
日とその内容

有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無

平成28年8月30日 平成28年9月30日 平成28年10月17日 平成28年11月22日

平成28年11月18日 平成28年11月30日

有　　・　　無有　　・　　無

平成28年5月11日 平成28年6月6日 平成28年7月29日

最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内 最終処分場内

[平成28年度]

４月 ５月 ６月 ７月

平成28年6月9日 平成28年7月1日 平成28年8月31日

有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無

最終処分場内 最終処分場内

８月 ９月 10月 11月

最終処分場内 最終処分場内

平成28年12月19日

平成29年1月5日

平成28年9月16日 平成28年10月28日

有　　・　　無有　　・　　無

12月 １月 ２月 ３月

最終処分場内 最終処分場内

平成29年3月22日

最終処分場内 最終処分場内

平成29年4月5日



〔法第十五条の二の三、法第十五条の二の四〕

5．施設の点検[規十二条の七の二 八 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

擁壁等    　日 　  有　・ 無    　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無

えん堤   　 日 　  有　・ 無   　 日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無

その他（周囲柵）   　9日 　  有　・ 無   14日 　  有　・ 無  11日 　  有　・ 無  　9日 　  有　・ 無  13日 　  有　・ 無  10日 　  有　・ 無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

点検日
   異状
　   の有無

擁壁等   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無

えん堤   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無   　日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無    日 　  有　・ 無

その他（周囲柵）   　8日 　  有　・ 無   　12日 　  有　・ 無 10 日 　  有　・ 無   14日 　  有　・ 無  11日 　  有　・ 無   11日 　  有　・ 無

平成　　年　　月　　日

必要な措置を講
じた年月日とそ
の内容

※施設の点検で
異状が認められ
た場合のみ記入

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

平成28年 平成29年

10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成28年

4月 5月 6月 7月 8月 9月



[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

浸透水

先島メンテナンス 安定型処分場

平成　28年　10月　17日

平成　28年　11月18日

浸透水

基準値
(１㍑あたり)

隣接地

1.アルキル水銀 検出されないこと 不検出 不検出

2.総水銀 0.0005mg以下 0.0005未満 0.0005未満

3.カドミウム 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

4.鉛 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

5.六価クロム 0.05mg以下 0.005未満 0.005未満

6.砒素 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

7.全シアン 検出されないこと 不検出 不検出

8.ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 不検出 不検出

9.トリクロロエチレン 0.03mg以下 0.001未満 0.001未満

10.テトラクロロエチレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

11.ジクロロメタン 0.02mg以下 0.001未満 0.001未満

12.四塩化炭素 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

13. 1,2-ジクロロエタン 0.004mg以下 0.0001未満 0.0001未満

14. 1,1-ジクロロエチレン 0.02mg以下 0.001未満 0.001未満

15.シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg以下 0.001未満 0.001未満

16. 1,1,1-トリクロロエタン 1mg以下 0.001未満 0.001未満

17.1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg以下 0.0001未満 0.0001未満

18. 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg以下 0.0001未満 0.0001未満

19.チウラム 0.006mg以下 0.0005未満 0.0005未満

20.シマジン 0.003mg以下 0.0003未満 0.0003未満

21.チオベンカルブ 0.02mg以下 0.002未満 0.002未満

22.ベンゼン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

23.セレン 0.01mg以下 0.001未満 0.001未満

24.1,4－ジオキサン 0.01mg以下 0.005未満 0.005未満

25.塩化ビニルモノマー 0.01mg以下 0.0001未満 0.0001未満

6．水質検査の実施状況と措置(年1 回) ［規十二条の七の二 七 ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六 ﾎ及びﾍ］

　　及び水質検査結果 [ 安定型 ](別紙)[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

地下水

採取場所 (有)先島メンテナンス　　 安定型処分場

必要な措置を講じた

年月日とその内容※２

採取年月日 平成　28年 10月 17日

検査結果が得られた日 平成　28年　11月18日

検査項目及び検査結果

水質の区分 地下水

異状の有無
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