
浄化槽保守点検業の登録者一覧（北海道所管分）平成２６年４月１４日現在
事業所所在振興局名 登録番号 登録年月日 有効期間満了日 事業者名 代表者名 郵便番号 所在地 電話番号 事業所名 事業所 電話番号

浄保１７第５号 平成23年6月30日 平成26年6月29日 空知マルヰ　株式会社 東　敏行 079-0174 美唄市字峰延２７８０番地 0126-62-2211 空知マルヰ 株式会社 美唄市字峰延２７８０番地 0126-62-2211

浄保１１第４号 平成23年7月5日 平成26年7月4日 有限会社　境設備配管 境　憲明 069-0238 空知郡南幌町元町３丁目１番１２号 011-378-2708 有限会社 境設備配管 空知郡南幌町元町３丁目１番１２号 011-378-2708

浄保８第２０号 平成23年12月26日 平成26年12月25日 有限会社　川島水道設備工業 川島　實 079-0300 空知郡奈井江町字奈井江町２３４番地５ 0125-65-3385 有限会社　川島水道設備工業 空知郡奈井江町字奈井江町２３４番地５ 0125-65-3385

浄保５第２７号 平成24年2月28日 平成27年2月27日 北雄美装　株式会社 北垣　威史 078-2100 雨竜郡秩父別町１８７３番地 0164-33-3375 北雄美装株式会社 雨竜郡秩父別町１８７３番地 0164-33-3375

浄保８第２７号 平成24年3月26日 平成27年3月25日 有限会社　真鍋設備 真鍋　剛 079-0500 雨竜郡妹背牛町字妹背牛３７６番地の１６ 0164-32-3948 有限会社 真鍋設備 雨竜郡妹背牛町字妹背牛３７６番地の１６ 0164-32-3948

浄保１２第２号 平成24年4月13日 平成27年4月12日 クリーンセンター　株式会社 鵜川　昌久 069-1511 夕張郡栗山町中央３丁目１９０番１ 01237-3-3200 クリーンセンター（株） 夕張郡栗山町中央３丁目１９０番１ 01237-3-3200

浄保２４第２号 平成24年4月18日 平成27年4月17日 鹿島環境エンジニアリング　株式会社 亀岡　哲夫 107-0051 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号新井ビル６Ｆ 03-3746-7681 北海道支店 砂川市豊沼町１番地 0125-52-3546

浄保６第１号 平成24年5月15日 平成27年5月14日 寺迫工業　株式会社 寺迫　公裕 078-2100 雨竜郡秩父別町１２９８番地の２８ 0164-33-2530 寺迫工業（株） 雨竜郡秩父別町１２９８番地の２８ 0164-33-2530

浄保１５第７号 平成24年6月4日 平成27年6月3日 株式会社　三建管工技研 水澤　政幸 069-0238 空知郡南幌町元町１丁目３番12号 011-378-1916 ㈱三建管工技研 空知郡南幌町１丁目３番12号 011-378-1916

浄保６第６号 平成24年7月11日 平成27年7月10日 株式会社　道央環境センター 島田　雅之 061-1413 恵庭市本町２７番地 0123-34-0740 （株）道央環境センター　栗山事業所 夕張郡栗山町錦１丁目 栗山下水道管理センター内 01237-2-6395

浄保１２第１０号 平成24年9月7日 平成27年9月6日 水ｉｎｇ　株式会社 水谷　重夫 108-0075 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9000 長沼管理事務所 長沼町西２線北１番地 長沼浄化センター内 01238-8-0313

浄保６０第１２号 平成24年12月2日 平成27年12月1日 有限会社　カワバタ衛生企画 川幡　直 068-0115 岩見沢市栗沢町最上８番地の８ 0126-45-2261 （有）カワバタ衛生企画 岩見沢市栗沢町最上８番地の８ 0126-45-2261

浄保６０第１３号 平成24年12月2日 平成27年12月1日 有限会社　クリーンセンターミカサ 佐藤　親志 068-2158 三笠市堤町１番地１５ 01267-2-2444 （有）クリーンセンターミカサ 三笠市堤町１番地１５ 01267-2-2444

浄保６０第７号 平成24年12月2日 平成27年12月1日 有限会社　深川清掃社 川崎　公明 074-0005 深川市５条７番２９号 0164-23-2458 （有）深川清掃社 深川市５条７番２９号 0164-23-2458

浄保６０第２４号 平成24年12月6日 平成27年12月5日 川本運輸　株式会社 藤原　税 079-1101 赤平市共和町２０１番地 0125-32-6391 川本運輸（株） 赤平市共和町２０１番地 0125-32-6391

浄保６０第３１号 平成24年12月6日 平成27年12月5日 株式会社　ハヤシ環境 林　孝幸 073-0035 滝川市中島町２０４番地７ 0125-23-1500 （株）ハヤシ環境 滝川市中島町２０４番地７ 0125-23-1500

浄保６０第３６号 平成24年12月6日 平成27年12月5日 株式会社　美唄環境センター 福田　安治 072-0006 美唄市東５条北１丁目２番３５号 01266-4-2305 （株）美唄環境センター 美唄市東５条北１丁目２番３５号 01266-4-2305

浄保１８第１４号 平成24年12月8日 平成27年12月7日 株式会社　北興建設 藤井　雅仁 078-2516 雨竜郡北竜町字西川15番地の37 0164-34-2131 (株)北興建設 雨竜郡北竜町字西川15番地の37 0164-34-2131

浄保６０第５２号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 株式会社　セキュメント 松田　雅生 073-1103 樺戸郡新十津川町字中央３１５番地１ 0125-76-2197 （株）セキュメント 樺戸郡新十津川町字中央３１５番地１ 0125-76-2197

浄保６０第６２号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 夕張環境清掃　株式会社 池元　敬三 068-0423 夕張市平和１３番地 01235-6-6000 夕張環境清掃（株） 夕張市平和１３番地 01235-6-6000

浄保６０第７０号 平成24年12月14日 平成27年12月13日 富樫清掃　株式会社 目谷　直樹 068-0057 岩見沢市北本町東９丁目１番３号 0126-22-0616 富樫浄化槽清掃（有） 岩見沢市北本町東９丁目１番地 0126-22-0616

浄保６０第７２号 平成24年12月14日 平成27年12月13日 空知環境総合　株式会社 江本　勝典 068-0837 岩見沢市宝水町２０７番地１ 0126-22-0478 空知環境総合（株） 岩見沢市宝水町２０７番地１ 0126-22-0478

浄保６０第８９号 平成24年12月16日 平成27年12月15日 株式会社　北信電機商会 須藤　哲弘 061-0600 樺戸郡浦臼町字浦臼内１７２番地の１１８ 0125-68-2624 （株）北信電機商会 樺戸郡浦臼町字浦臼内１７２番地の１１８ 0125-68-2624

浄保６０第１００号 平成24年12月18日 平成27年12月17日 北海道コンポスト　株式会社 梅岡　翼二 072-0000 美唄市字美唄1718番地38 0126-63-3549 北海道コンポスト（株） 美唄市字美唄1718番地38 0126-63-3549

浄保６０第１０９号 平成24年12月24日 平成27年12月23日 北興設備工業　株式会社 田中　正憲 069-1344 夕張郡長沼町曙町区 01238-8-2550 北興設備工業（株） 夕張郡長沼町曙町区 01238-8-2550

浄保１８第１７号 平成24年12月26日 平成27年12月25日 小久保　春夫 061-0500 樺戸郡月形町１００１番地１８ 0126-54-3236 コクボ浄化 樺戸郡月形町１００１番地１８ 0126-54-3236

浄保６０第１４５号 平成24年12月26日 平成27年12月25日 株式会社　北斗 中野　修 073-0141 砂川市西１条南３丁目１番１０号 0125-52-2918 （株）北斗 砂川市西１条南３丁目１番１０号 0125-52-2918

浄保６０第１４８号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　データベース 金　俊和 060-0807 札幌市北区北７条西５丁目８番５号 011-726-7661 深川事業所 深川市緑町１７番５０号深川浄化センター内 0164-22-2565

浄保６０第１６５号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 有限会社　月形環境センター 藤本　明夫 061-0500 樺戸郡月形町字八重垣町７４番地 0126-53-2452 （有）月形環境センター 樺戸郡月形町字八重垣町７４番地 0126-53-2452

浄保６１第４４号 平成25年2月4日 平成28年2月3日 株式会社　ネクスコ・エンジニアリング北海道 馬場　敦美 003-0005 札幌市白石区東札幌５条４丁目３番２０号 011-842-3200 滝川道路事務所 滝川市東滝川15-3 0125-23-2197

浄保１５第１６号 平成25年3月2日 平成28年3月1日 有限会社　田中電機商会 田中　三郎 061-0600 樺戸郡浦臼町字浦臼内１８３番地の１９０ 0125-68-2034 （有）田中電機商会 樺戸郡浦臼町字浦臼内１８３番地の１９０ 0125-68-2034

浄保３第２９号 平成25年3月2日 平成28年3月1日 株式会社　日東総業 松下　早苗 069-1521 夕張郡栗山町錦３丁目３４番地５ 01237-2-3122 （株）日東総業 夕張郡栗山町錦３丁目３４番地５ 01237-2-3122

浄保３第３１号 平成25年3月10日 平成28年3月9日 環境システム　有限会社 吉岡　考治 079-1371 芦別市上芦別町９４番地２６８ 0124-22-3233 環境システム（有） 芦別市上芦別町９４番地２６８ 0124-22-3233

浄保６１第５５号 平成25年3月14日 平成28年3月13日 有限会社　芦別浄化サービス工業 藤岡　秀孝 075-0033 芦別市南３条東２丁目２番地 01242-2-4768 （有）芦別浄化サービス工業 芦別市南３条東２丁目２番地 01242-2-4768

浄保６１第５７号 平成25年3月17日 平成28年3月16日 有限会社　織田商事 織田　幸子 079-1135 赤平市錦町２丁目４番地 0125-32-2948 （有）織田商事 赤平市錦町２丁目４番地 0125-32-2948

浄保６１第６１号 平成25年4月3日 平成28年4月2日 深川美装　株式会社 武田　伊夫 074-0021 深川市稲穂町１丁目２番２号 0164-22-5171 深川美装（株） 深川市稲穂町１丁目２番２号 0164-22-5171

浄保１３第４号 平成25年5月1日 平成28年4月30日 有限会社　織田油槽 織田　武文 079-1124 赤平市豊丘町１丁目６番地 0125-34-2288 （有）織田油槽 赤平市豊丘町１丁目６番地 0125-34-2288

浄保７第１７号 平成25年6月29日 平成28年6月28日 住重環境エンジニアリング　株式会社 神村　誠 141-0031 東京都品川区西五反田７丁目１番１号 03-5719-2136 住重環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 夕張郡由仁町山形５４５番地２ 0123-83-3928

浄保１９第６号 平成25年8月10日 平成28年8月9日 株式会社　ＣＲＣ 江本　茂松 079-0181 岩見沢市岡山町１８番地２０ 0126-31-6756 (株)ＣＲＣ 岩見沢市岡山町１８番地２０ 0126-31-6756

浄保１９第７号 平成25年8月10日 平成28年8月9日 有限会社　松尾住設 松尾　孝次 078-2201 雨竜郡沼田町旭町３１番地１８６ 0164-35-1672 (有)松尾住設 雨竜郡沼田町旭町３１番地１８６ 0164-35-1672

浄保２２第６号 平成25年12月20日 平成28年12月19日 ソラチ環境　株式会社 竹端　敏晃 073-0033 滝川市新町６丁目３番２０号 0125-26-5555 ソラチ環境株式会社 滝川市新町６丁目３番２０号 0125-26-5555

浄保１０第２３号 平成26年1月7日 平成29年1月6日 有限会社　かど営繕設備 角　尚史 069-0212 空知郡南幌町南１２線西１１番地 011-378-0776 （有）かど営繕設備 空知郡南幌町南１２線西１１番地 011-378-0776

浄保６２第９号 平成26年3月16日 平成29年3月15日 有限会社　米津環境清掃 米津　雅崇 068-3177 岩見沢市栗沢町美流渡末広町２４番地４ 0126-46-2307 （有）米津環境清掃 岩見沢市栗沢町美流渡本町３７番地３ 0126-46-2307

浄保４第２５号 平成26年3月26日 平成29年3月25日 株式会社　山一工業 山腋　一範 074-0003 深川市３条７番３６号 0164-22-5205 （株）山一工業 深川市３条７番３６号 0164-22-5205

浄保７第２４号 平成26年3月26日 平成29年3月25日 興和建設　株式会社 井上　國弘 078-2100 雨竜郡秩父別町１３１２番地 0164-33-2262 興和建設（株） 雨竜郡秩父別町１３１２番地 0164-33-2262
浄保８第３号 平成23年4月26日 平成26年4月25日 カンエイ実業　株式会社 坂下　修 064-0807 札幌市中央区南７条西５丁目２８９番地５４ 011-511-7878 カンエイ実業（株） 札幌市中央区南７条西５丁目２８９番地５４ 011-511-7878

浄保８第３号 平成23年4月26日 平成26年4月25日 カンエイ実業　株式会社 坂下　修 064-0807 札幌市中央区南７条西５丁目２８９番地５４ 011-511-7878 カンエイ実業（株）北広島営業所 北広島市大曲工業団地６丁目３－２ 011-377-7550

浄保１４第９号 平成23年8月9日 平成26年8月8日 札幌北営　株式会社 佐藤　宏昭 063-0844 札幌市西区八軒４条西４丁目４番６号 011-612-1675 札幌北営 株式会社 札幌市西区八軒４条西４丁目４番６号 011-612-1675
浄保５第１８号 平成23年11月1日 平成26年10月31日 株式会社　東洋実業 横田　正弘 060-0006 札幌市中央区北６条西２２丁目２番７号 011-641-1353 株式会社　東洋実業 札幌市中央区北６条西２２丁目２番７号 011-641-1353
浄保２０第１１号 平成24年1月21日 平成27年1月20日 大栄産業　株式会社 木村　尊 470-2403 愛知県知多郡美浜町大字北方字西側８５の１ 0569-82-0338 大栄産業株式会社北海道営業所 札幌市東区北２２条東３丁目１－３５ハイテクビルさっぽろ 011-748-3200

浄保８第２３号 平成24年2月26日 平成27年2月25日 大栄建工　株式会社 山田　豊 061-0226 石狩郡当別町錦町３５１番地 01332-3-2032 大栄建工株式会社 石狩郡当別町錦町３５１番地 01332-3-2032

浄保８第２３号 平成24年2月26日 平成27年2月25日 大栄建工　株式会社 山田　豊 061-0226 石狩郡当別町錦町３５１番地 01332-3-2032 大栄建工株式会社 札幌支店 札幌市北区屯田７条１０丁目１－３ 011-772-9126

浄保１７第１７号 平成24年3月13日 平成27年3月12日 山田　薫 067-0042 江別市見晴台１１番地の５ 011-383-7145 山田　薫 江別市見晴台１１番地の５ 011-383-7145

浄保１７第１８号 平成24年3月13日 平成27年3月12日 札幌藤吉工業　株式会社 安田　透 060-0006 札幌市中央区北６条西１０丁目３番地 011-231-9166 札幌藤吉工業（株） 札幌市中央区北６条西１０丁目３番地 011-231-9166

浄保５第２８号 平成24年3月14日 平成27年3月13日 株式会社　北勝 出村　栄太郎 003-0011 札幌市白石区中央１条５丁目３番１５号 011-818-7777 株式会社　北勝 札幌市白石区中央１条５丁目３番１５号 011-818-7777

浄保１７第１９号 平成24年3月29日 平成27年3月28日 イオンディライト　株式会社 中山　一平 542-0081 大阪市中央区南船場２丁目３番２号 06-6260-5621 イオンディライト(株) 北海道支社 札幌市中央区北1２条西23丁目2番5号ＳＤＣ北１２条ビル３階 011-622-3631

浄保１８第１号 平成24年4月25日 平成27年4月24日 株式会社　ホクセツ 小川　洋一 060-0007 札幌市中央区北７条西１５丁目２８番１１号 011-632-8213 （株）ホクセツ 札幌市中央区北７条西１５丁目２８番１１号 011-632-8213

浄保１２第３号 平成24年4月25日 平成27年4月24日 高橋　武 068-1100 石狩郡新篠津村第４７線北１３番地 0126-57-2503 新篠津環境衛生 石狩郡新篠津村第４７線北１３番地 0126-57-2503

浄保２４第４号 平成24年6月1日 平成27年5月31日 株式会社　日本サーモエナー 藤田　雅人 105-0012 東京都港区芝大門１丁目３番２号 03-5777-3400 株式会社　日本サーモエナー　北海道支社 札幌市中央区大通西５丁目１１番地第五ビル 011-281-6001

浄保１２第１０号 平成24年9月7日 平成27年9月6日 水ｉｎｇ　株式会社 水谷　重夫 108-0075 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9000 北海道支店 札幌市中央区北７条西１５丁目２８番１１号 011-644-2487

浄保１２第１０号 平成24年9月7日 平成27年9月6日 水ｉｎｇ　株式会社 水谷　重夫 108-0075 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9000 当別管理事務所 当別町下川町１３７－１当別下水終末処理場内 0133-22-2743

浄保１２第１５号 平成24年10月16日 平成27年10月15日 株式会社　ユニ 髙松　学人 065-0023 札幌市東区北２３条東６丁目５番２０号 011-741-8127 （株）ユニ 札幌市東区北２３条東６丁目５番２０号 011-741-8127

浄保６０第３号 平成24年11月25日 平成27年11月24日 株式会社　北海道理水 斎木　良一 067-0051 江別市工栄町２１番地９ 011-382-2081 （株）北海道理水 江別市工栄町２１番地９ 011-382-2081

浄保６０第１４号 平成24年12月2日 平成27年12月1日 道央衛生　株式会社 須田　勇 067-0051 江別市工栄町６番地３ 011-383-9080 道央衛生（株） 江別市工栄町６番地３ 011-383-9080

浄保６０第５１号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 コミプラ工業　株式会社 桔梗　一憲 001-0903 札幌市北区新琴似３条３丁目８番２１号 011-763-7412 コミプラ工業（株） 札幌市北区新琴似３条３丁目８番２１号 011-763-7412

浄保６０第７６号 平成24年12月14日 平成27年12月13日 協業組合　公清企業 原田　利明 060-0031 札幌市中央区北１条東１５丁目１４０番地 011-221-8881 環境測定分析所 札幌市中央区北１条東１２丁目２２番地 011-221-5020

浄保６０第８２号 平成24年12月16日 平成27年12月15日 三益工業　株式会社 仁木　篤志 062-0937 札幌市豊平区平岸７条１５丁目１番５４号 011-811-5171 本社 札幌市豊平区平岸７条１５丁目１番５４号 011-811-5171

浄保２１第９号 平成24年12月18日 平成27年12月17日 永幸設備工業　株式会社 見立屋　健治 002-0865 札幌市北区屯田町７４３番地 011-772-2161 永幸設備工業　株式会社 札幌市北区屯田町７４３番地 011-772-2161

浄保６３第１５号 平成24年12月19日 平成27年12月18日 東立エンジニアリング　株式会社 北原　光律 064-0914 札幌市中央区南１４条西１３丁目３番５号 011-563-5935 東立エンジニアリング（株） 札幌市中央区南１４条西１３丁目３番５号 011-563-5935

浄保３第１９号 平成24年12月24日 平成27年12月23日 有限会社　当別清掃社 中村　昌人 061-0204 石狩郡当別町若葉５１５番地 01332-2-3050 （有）当別清掃社 石狩郡当別町若葉５１５番地 01332-2-3050

浄保６０第１３１号 平成24年12月25日 平成27年12月24日 フジクリーン工業　株式会社 渡辺　嘉一 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池４丁目１番４号 052-733-0325 札幌支店 札幌市清田区真栄３２８番地の１ 011-882-1222

浄保６０第１３４号 平成24年12月25日 平成27年12月24日 株式会社　西原環境 西原　幸志 108-0023 東京都港区芝浦３丁目６番１８号 03-3455-4441 北海道支店 札幌市東区北６条東３丁目３番地１ 011-752-8151

浄保６０第１３７号 平成24年12月25日 平成27年12月24日 株式会社　西原ネオ 久木原　徹 108-0023 東京都港区芝浦３丁目６番１８号 03-3452-4441 札幌営業所 札幌市白石区北郷１条１丁目６番２９号 011-873-8851

浄保６０第１４０号 平成24年12月26日 平成27年12月25日 協業組合　エクセル三和 長谷川　勉 061-1111 北広島市北の里４７１番地７ 011-372-2011 協業組合　エクセル三和 北広島市北の里４７１番地７ 011-372-2011

浄保６第１２号 平成24年12月26日 平成27年12月25日 ｴﾇ･ｴｽ　株式会社 池田　健太郎 001-0923 札幌市北区新川３条１８丁目２番６号 011-762-1911 ｴﾇ･ｴｽ 株式会社 札幌市北区新川３条１８丁目２番６号 011-762-1911

浄保６０第１５５号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　サッポロエーダイ 内藤　功 062-0052 札幌市豊平区月寒東２条１４丁目２番７号 011-852-3551 （株）サッポロエーダイ 札幌市豊平区月寒東２条１４丁目２番７号 011-852-3551

浄保６１第４４号 平成25年2月4日 平成28年2月3日 株式会社　ネクスコ・エンジニアリング北海道 馬場　敦美 003-0005 札幌市白石区東札幌５条４丁目３番２０号 011-842-3200 札幌道路事務所 北広島市大曲並木１丁目１－１ 011-377-4124

浄保９第１５号 平成25年2月9日 平成28年2月8日 株式会社　クリタス 小川　満 171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目１１番２２号 03-3590-0301 北海道支店 札幌市白石区平和通４丁目北２番３３号 011-865-0606

浄保１５第１５号 平成25年2月24日 平成28年2月23日 有限会社　共栄工業 石田  清次 061-0223 石狩郡当別町字茂平沢２０３番地４５８ 0133-22-3880 (有) 共栄工業 石狩郡当別町字茂平沢２０３番地４５８ 0133-22-3880

浄保２４第８号 平成25年3月5日 平成28年3月4日 有限会社　菊水建設 波田　敏之 063-0052 北海道札幌市西区宮の沢二条一丁目1番35-503号 011-688-5695 有限会社　菊水建設 北海道札幌市西区宮の沢二条一丁目1番35-503号 011-688-5695

浄保３第３０号 平成25年3月6日 平成28年3月5日 協業組合　カンセイ 橋本　潔 066-0019 千歳市流通１丁目３番地の６ 0123-23-1712 協業組合カンセイ 千歳市流通１丁目３番地の６ 0123-23-1712

浄保９第２０号 平成25年3月10日 平成28年3月9日 有限会社　朝日管工 服部　渉 067-0024 江別市朝日町３番地の５２ 011-383-6264 （有）朝日管工 江別市朝日町３番地の５２ 011-383-6264

空知総合振興局

石狩振興局



浄保２２第１号 平成25年4月7日 平成28年4月6日 髙波　裕二 005-0861 札幌市南区真駒内３３２番地２１２ 011-593-9575 ＹＪメンテナンス 札幌市南区真駒内３３２番地２１２ 011-593-9575

浄保４第２号 平成25年4月13日 平成28年4月12日 的場工業　株式会社 的場　中 062-0033 札幌市豊平区西岡３条１０丁目９番３６号 011-856-1272 的場工業（株） 札幌市豊平区西岡３条１０丁目９番３６号 011-856-1272

浄保１９第１号 平成25年4月16日 平成28年4月15日 有限会社　タナカ商会 田中　茂 004-0803 札幌市清田区里塚３条２丁目３番２１号 011-883-8528 (有)タナカ商会 札幌市清田区里塚３条２丁目３番２１号 011-883-8528

浄保１０第２号 平成25年6月8日 平成28年6月7日 クボタ環境サービス　株式会社 岩部　秀樹 111-0036 東京都台東区松が谷１丁目３番５号 03-3847-3800 北海道支店 札幌市中央区北３条西３丁目１番地４４ 011-214-3155

浄保１９第３号 平成25年6月15日 平成28年6月14日 株式会社　ＷＡＫＯＵ 中林　義雄 061-3365 石狩市親船東１条１丁目１０番地 0133-62-3338 (株)ＷＡＫＯＵ 石狩市親船東１条１丁目１０番地 0133-62-3338

浄保１第１９号 平成25年8月19日 平成28年8月18日 株式会社　千歳衛生排水公社 小川　賢一 066-0066 千歳市大和１丁目９番３号 090-7512-3937 （株）千歳衛生排水公社 千歳市大和１丁目９番３号 090-7512-3937

浄保４第１２号 平成25年8月19日 平成28年8月18日 有限会社　オーエム・テック 水本　英昭 007-0847 札幌市東区北４４条東１３丁目４番１１号 011-752-1383 （有）オーエム・テック 札幌市東区北４４条東１３丁目４番１１号 011-752-1383

浄保２２第４号 平成25年9月2日 平成28年9月1日 株式会社　北海道山有 吉村　俊治 004-0866 札幌市清田区北野６条１丁目５番１号 011-886-6551 （株）北海道山有 札幌市清田区北野６条１丁目５番１号 011-886-6551

浄保１第２３号 平成25年10月2日 平成28年10月1日 共和化工　株式会社 吉村　俊治 141-8519 東京都品川区五反田７丁目２５番１９号 03-3494-1311 札幌支店 札幌市清田区北野６条１丁目５番１号 011-884-0521

浄保２５第３号 平成25年11月11日 平成28年11月10日 合同会社　ecoment 由田　龍介 063-0022 北海道札幌市西区平和二条９丁目９番１６号 011-666-0870 合同会社　ecoment 札幌市西区平和２条９丁目９番１６号 011-666-0870

浄保１９第１２号 平成25年12月5日 平成28年12月4日 石狩管工　株式会社 池田　篤司 061-3281 石狩市花畔１条１丁目６２番地１ 0133-64-2015 石狩管工（株） 石狩市花畔１条１丁目６２番地１ 0133-64-2015

浄保６０第１２７号 平成25年12月24日 平成28年12月23日 共立産業　株式会社 近藤　勝彦 063-0812 札幌市西区琴似２条２丁目２番５５号 011-621-4455 共立産業（株） 札幌市西区琴似２条２丁目２番５５号 011-621-4455

浄保６１第４５号 平成26年2月6日 平成29年2月5日 有限会社　厚田清掃 猪口　毅 061-3441 石狩市厚田区聚富３２５番地 0133-66-4153 （有）厚田清掃 石狩市厚田区聚富３２５番地 0133-66-4153

浄保４第２０号 平成26年2月12日 平成29年2月11日 北海道衛生工業　株式会社 木村　公幸 007-0880 札幌市東区丘珠町６４７番地５ 011-783-1432 北海道衛生工業（株） 札幌市東区丘珠町６４７番地５ 011-783-1432

浄保２５第６号 平成26年2月20日 平成29年2月19日 アクア技建株式会社 小山　靖 札幌市西区平和３条９丁目２番１０号 011-667-8710 アクア技建株式会社 札幌市西区平和３条９丁目２番１０号 011-667-8710

浄保１第３０号 平成26年3月12日 平成29年3月11日 嘉屋興業　株式会社 嘉屋　信満 061-1412 恵庭市白樺町１丁目１８番５号 0123-33-5069 嘉屋興業（株） 恵庭市白樺町１丁目１８番５号 0123-33-5069

浄保２２第１１号 平成26年3月14日 平成29年3月13日 株式会社　エコテック 川手　博 004-0880 札幌市清田区平岡１０条１丁目２２番３号 011-300-4620 （株）エコテック 札幌市清田区北野４条２丁目７－１９ 011-300-4620

浄保８第１号 平成26年4月4日 平成29年4月3日 株式会社　ｴﾇ･ｹｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 興村　俊弥 066-0075 千歳市北信濃７７０番９ 0123-42-1585 （株）ｴﾇ･ｹｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 千歳市北信濃７７０番９ 0123-42-1585

浄保８第６号 平成26年4月28日 平成29年4月27日 日本衛生　株式会社 福山　実 004-0871 札幌市清田区平岡１条１丁目１番４０号 011-888-0122 日本衛生（株） 札幌市清田区平岡１条１丁目１番４０号 011-888-0122
浄保１４第２号 平成23年5月20日 平成26年5月19日 有限会社　仁木小型運輸 横関　一雄 048-2413 余市郡仁木町南町１丁目１１番地 0135-32-2074 有限会社　仁木小型運輸 余市郡仁木町南町１丁目１１番地 0135-32-2074

浄保５第６号 平成23年6月18日 平成26年6月17日 有限会社　岩内清掃社 黒田　隆久 045-0003 岩内郡岩内町字万代３５番地の９ 0135-62-0085 有限会社　岩内清掃社 岩内郡岩内町字万代３５番地の９ 0135-62-0085

浄保２３第４号 平成23年7月6日 平成26年7月5日 株式会社　北海建業 菊地　史郎 044-0215 虻田郡喜茂別町字相川８４番地 0136-33-2139 株式会社　北海建業 虻田郡喜茂別町字相川84番地 0136-33-2139

浄保１７第１３号 平成23年10月6日 平成26年10月5日 株式会社　石澤組 石澤　洋之 048-0405 寿都郡寿都町字開進町１１５番地２ 0136-62-2084 (株)石澤組 寿都郡寿都町字開進町１１５番地２ 0136-62-2084

浄保１１第８号 平成23年10月12日 平成26年10月11日 有限会社　慶信クリーンサービス 藤田　信幸 048-0414 寿都郡寿都町字湯別町上湯別８５番地５ 0136-64-5543 有限会社 慶信クリーンサービス 寿都郡寿都町字湯別町上湯別８５番地５ 0136-64-5543

浄保８第２１号 平成24年2月28日 平成27年2月27日 三和環境衛生組合 048-1312 磯谷郡蘭越町字三和３８１番地５ 0136-56-2630 三和環境衛生組合 磯谷郡蘭越町字三和３８１番地５ 0136-57-2630

浄保６３第６号 平成24年5月13日 平成27年5月12日 有限会社　共和清掃社 西島　一夫 045-0122 岩内郡共和町発足２４５７番地 0135-74-3621 （有）共和清掃社 岩内郡共和町発足２４５７番地 0135-74-3621

浄保２１第２号 平成24年5月29日 平成27年5月28日 エステック　株式会社 高橋　伸吾 046-0003 余市郡余市町黒川町７丁目７８番地 0135-22-7788 エステック　株式会社 余市郡余市町黒川町７丁目７８番地 0135-22-7788

浄保１８第６号 平成24年6月15日 平成27年6月14日 有限会社　高山デンキ 高山　達雄 048-1502 虻田郡ニセコ町字本通140 0136-44-2938 (有)高山デンキ 虻田郡ニセコ町字本通140 0136-44-2938

浄保２１第５号 平成24年7月21日 平成27年7月20日 株式会社　スガワラ 菅原　圭介 048-0100 寿都郡黒松内町字黒松内２０５番地 0136-72-3121 株式会社　スガワラ 寿都郡黒松内町字黒松内２０５番地 0136-72-3121

浄保１２第１０号 平成24年9月7日 平成27年9月6日 水ｉｎｇ　株式会社 水谷　重夫 108-0075 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9000 蘭越管理事務所 蘭越町字大谷　蘭越地区処理施設内 0136-57-5680

浄保１２第１０号 平成24年9月7日 平成27年9月6日 水ｉｎｇ　株式会社 水谷　重夫 古宇郡泊村字走山の上45-3　とまり浄化センター内 0135-75-4720

浄保１２第１７号 平成24年11月17日 平成27年11月16日 株式会社　髙橋設備工業 髙橋  明義 048-1731 虻田郡留寿都村字留寿都９９番地６３ 0136-46-3103 （株）髙橋設備工業 虻田郡留寿都村字留寿都９９番地６３ 0136-46-3103

浄保６０第３５号 平成24年12月6日 平成27年12月5日 株式会社　後志浄化槽センター 土田　武彦 046-0004 余市郡余市町大川町７丁目７２番地 0135-21-2188 （株）後志浄化槽センター 余市郡余市町大川町７丁目７２番地 0135-21-2188

浄保３第１８号 平成24年12月18日 平成27年12月17日 梅澤設備工業　株式会社 梅澤　裕司 044-0201 虻田郡喜茂別町字喜茂別２７５番地の３ 0136-33-2278 梅澤設備工業（株） 虻田郡喜茂別町字喜茂別２７５番地の３ 0136-33-2278

浄保６０第１１７号 平成24年12月24日 平成27年12月23日 株式会社　小樽浄化センター 鈴木　久夫 047-0011 小樽市天神２丁目８番２号 0134-33-8411 （株）小樽浄化センター 小樽市天神２丁目８番２号 0134-33-8411

浄保６０第１２６号 平成24年12月24日 平成27年12月23日 有限会社　前清掃社 前　均 045-0022 岩内郡岩内町字清住１５９番地 0135-62-0341 （有）前清掃社 岩内郡岩内町字清住１５９番地 0135-62-0341

浄保６０第１７２号 平成24年12月26日 平成27年12月25日 有限会社　細田産業 吉田　巌 044-0004 虻田郡倶知安町北４条東４丁目３番地 0136-22-1394 （有）細田産業 虻田郡倶知安町北４条東４丁目３番地 0136-22-1394

浄保６０第１７７号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　羊蹄清掃社 坂本　次男 044-0101 虻田郡京極町字京極２１０番地 0136-42-2037 （株）羊蹄清掃社 虻田郡京極町字京極２１０番地 0136-42-2037

浄保６１第５号 平成25年1月11日 平成28年1月10日 有限会社　塚越産業 塚越　英秋 048-1501 虻田郡ニセコ町字富士見１５０番地２ 0136-44-2630 （有）塚越産業 虻田郡ニセコ町字富士見１５０番地２ 0136-44-2630

浄保６１第３７号 平成25年1月30日 平成28年1月29日 株式会社　倶知安環境サービス 森　猪八郎 044-0003 虻田郡倶知安町北３条東４丁目３番地４９ 0136-22-2531 （株）倶知安環境サービス 虻田郡倶知安町北３条東４丁目３番地４９ 0136-22-2531

浄保６１第３９号 平成25年1月30日 平成28年1月29日 株式会社　三央設備 山田　貴士 048-2671 小樽市オタモイ３丁目２番５号 0134-26-2250 （株）三央設備 小樽市オタモイ３丁目２番５号 0134-26-2250

浄保１９第５号 平成25年6月25日 平成28年6月24日 株式会社　泉郷 西村　善雄 060-0002 札幌市中央区北２条西３丁目１番地(57山京ビル) 011-206-2811 (株)泉郷　管理センター 虻田郡倶知安町字山田１３２番地２７号 0136-23-3301

浄保１第１７号 平成25年8月16日 平成28年8月15日 株式会社　スワム 藤田　一政 048-1301 磯谷郡蘭越町蘭越町５５９番地 0136-57-6377 （株）スワム 磯谷郡蘭越町蘭越町５５９番地 0136-57-6377

浄保４第２３号 平成26年3月11日 平成29年3月10日 有限会社　誠斗商事 津沢　誠 048-1301 磯谷郡蘭越町蘭越町７６１番地１１ 0136-57-5972 （有）誠斗商事 磯谷郡蘭越町蘭越町７６１番地１１ 0136-57-5972
浄保５第３号 平成23年6月1日 平成26年5月31日 株式会社　道南浄化衛生センター 小田　信一 049-5416 虻田郡豊浦町字船見町１０６番地２ 0142-83-3910 株式会社　道南浄化衛生センター 虻田郡豊浦町字船見町１０６番地２ 0142-83-3910

浄保２第１０号 平成23年6月29日 平成26年6月28日 北海道クリーン開発　株式会社 伊部　廣明 053-0022 苫小牧市寿町２丁目３番１４号 0144-33-6323 北海道クリーン開発　株式会社 苫小牧市寿町２丁目３番１４号 0144-33-6323

浄保１１第６号 平成23年8月26日 平成26年8月25日 株式会社　荒川設備 荒川　昌伸 059-0033 登別市栄町３丁目１８番地の５ 0143-86-7138 （株）荒川設備 登別市栄町３丁目１８番地の５ 0143-86-7138

浄保２０第８号 平成23年10月16日 平成26年10月15日 株式会社　ＲＴＲエンタープライズ 松原　眞三 059-1603 勇払郡厚真町本町３０番地 0145-27-3330 株式会社　ＲＴＲエンタープライズ 勇払郡厚真町本町３０番地 0145-27-3330

浄保２第２１号 平成23年11月21日 平成26年11月20日 早来清掃　有限会社　 有馬　憲治 059-1501 勇払郡安平町早来大町１５３番地 0145-22-3154 早来清掃　有限会社 勇払郡安平町早来大町１５３番地 0145-22-3154

浄保６３第９号 平成24年5月8日 平成27年5月7日 株式会社　東洋興業 渡辺　京子 059-0001 登別市新栄町１番地３２ 0143-85-2935 （株）東洋興業 登別市新栄町１番地３２ 0143-85-2935

浄保１２第１０号 平成24年9月7日 平成27年9月6日 水ｉｎｇ　株式会社 水谷　重夫 108-0075 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9000 虻田管理事務所壮瞥駐在 壮瞥町滝之町　滝之町処理施設内 0142-66-3049

浄保１２第１０号 平成24年9月7日 平成27年9月6日 水ｉｎｇ　株式会社 水谷　重夫 108-0075 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9000 西いぶり管理事務所 室蘭市石川町22番地2　リサイクルプラザ内 0143-59-0515

浄保６０第４４号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 山本浄化興業　株式会社 山本　正幸 059-1301 苫小牧市東開町３丁目１８番３２号 0144-55-6688 山本浄化興業（株） 苫小牧市東開町３丁目１８番３２号 0144-55-6688

浄保６０第４７号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 株式会社　白老清掃 丹羽　道正 059-0916 白老郡白老町高砂町３丁目４３６番地７ 0144-82-2319 （株）白老清掃 白老郡白老町高砂町３丁目４３６番地７ 0144-82-2319

浄保６０第６４号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 株式会社　苫小牧清掃社 山本　浩喬 053-0814 苫小牧市字糸井４０２番地１４ 0144-74-1161 （株）苫小牧清掃社 苫小牧市字糸井４０２番地１４ 0144-74-1161

浄保６０第４５号 平成24年12月12日 平成27年12月11日 道南環境保全　株式会社 前川　智紀 052-0021 伊達市末永町５８番地３ 0142-25-4657 道南環境保全（株） 伊達市末永町５８番地３ 0142-25-4657

浄保６０第６７号 平成24年12月12日 平成27年12月11日 室蘭清掃　株式会社 伊藤　祥江 050-0081 室蘭市日の出町２丁目３４番５号 0143-47-5350 室蘭清掃（株） 室蘭市日の出町２丁目３４番５号 0143-47-5350

浄保６０第７５号 平成24年12月14日 平成27年12月13日 株式会社　伊達浄化センター 小野寺　隆之 052-0023 伊達市元町４４番地 0142-23-1155 （株）伊達浄化センター 伊達市元町４４番地 0142-23-1155

浄保６０第９２号 平成24年12月17日 平成27年12月16日 苫小牧清掃企業組合 渡辺　健治 053-0052 苫小牧市新開町２丁目２番１０号 0144-51-6556 苫小牧清掃企業組合 苫小牧市新開町２丁目２番１０号 0144-51-6556

浄保６０第９４号 平成24年12月18日 平成27年12月17日 有限会社　鵡川衛生社 芦田　良子 054-0062 勇払郡むかわ町大成１丁目１３番地 0145-42-2120 （有）鵡川衛生社 勇払郡むかわ町大成１丁目１３番地 0145-42-2120

浄保６０第１０５号 平成24年12月24日 平成27年12月23日 高橋清掃　株式会社 髙橋 邦夫 050-0076 室蘭市知利別町２丁目８番１５号 0143-44-4992 高橋清掃（株） 室蘭市知利別町２丁目８番１５号 0143-44-4992
浄保６０第１４１号 平成24年12月26日 平成27年12月25日 株式会社　日栄工業 阿部　満 059-1364 苫小牧市字沼ノ端２５８番地１３１ 0144-55-5303 （株）日栄工業 苫小牧市字沼ノ端２５８番地１３１ 0144-55-5303
浄保６０第１７３号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　ビケンワーク 小和田　司 059-0001 登別市新栄町１番地２９ 0143-88-0033 （株）ビケンワーク 登別市新栄町１番地２９ 0143-88-0033

浄保６０第１７４号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 有限会社　登和清掃 森口　里恵 059-0001 登別市新栄町１番地４１ 0143-88-0200 （有）登和清掃 登別市新栄町１番地４１ 0143-88-0200

浄保６１第４４号 平成25年2月4日 平成28年2月3日 株式会社　ネクスコ・エンジニアリング北海道 馬場　敦美 003-0005 札幌市白石区東札幌５条４丁目３番２０号 011-842-3200 室蘭道路事務所 室蘭市崎守町316-3 0143-50-3210

浄保１５第１４号 平成25年2月13日 平成28年2月12日 有限会社　太豊建設 青塚  豊彦 053-0822 苫小牧市川沿町６丁目１１番１８号 0144-76-5111 (有) 太豊建設 苫小牧市川沿町２丁目６番５号 0144-76-5111

浄保２４第９号 平成25年3月12日 平成28年3月11日 有限会社　中央電装 荒川　忠義 075-0081 芦別市常磐町５０３番地３ 0124-22-3820 有限会社中央電装 芦別市常磐町５０３番地３ 0124-22-3820

浄保１６第１号 平成25年4月15日 平成28年4月14日 株式会社　藤希メンテナンス 森　茂壽 059-0023 登別市桜木町１丁目８番地３ 0143-85-2833 （株）藤希メンテナンス 登別市桜木町１丁目８番地３ 0143-85-2833

浄保１９第２号 平成25年5月23日 平成28年5月22日 株式会社　矢野電器 阿部　健二 054-0211 勇払郡むかわ町穂別４６番地 0145-45-2011 (株)矢野電器 勇払郡むかわ町穂別４６番地 0145-45-2011

浄保１０第１号 平成25年5月26日 平成28年5月25日 小川工業　株式会社 小川　和満 051-0004 室蘭市母恋北町１丁目２番５号 0143-24-3011 小川工業（株） 室蘭市母恋北町１丁目２番５号 0143-24-3011

浄保１０第２号 平成25年6月8日 平成28年6月7日 クボタ環境サービス　株式会社 岩部　秀樹 111-0036 東京都台東区松が谷１丁目３番５号 03-3847-3800 豊浦町ＧＳ事業所 虻田郡豊浦町字浜町５４－１ 0142-83-2359

浄保１０第８号 平成25年7月31日 平成28年7月30日 株式会社　ｱｰｽﾌﾟﾗﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 成田　修司 053-0822 苫小牧市川沿町３丁目１５番１７号 0144-75-6565 本社 苫小牧市川沿町３丁目１５番１７号 0144-75-6565

浄保２２第９号 平成26年2月10日 平成29年2月9日 有限会社　伊達クリーンセンター 藍原　聡 052-0014 伊達市舟岡町１６１番地１　フラットビル２階 0142-22-0008 有限会社伊達クリーンセンター 伊達市舟岡町１６１番地１　フラットビル２階 0142-22-0008

浄保７第２１号 平成26年3月11日 平成29年3月10日 株式会社　丸三建設 松本　一雄 050-0073 室蘭市宮の森町２丁目１０６番地 0143-44-2454 （株）丸三建設 室蘭市宮の森町２丁目１０６番地 0143-44-2454
浄保６２第１７号 平成23年5月15日 平成26年5月14日 有限会社　宇南山商事 宇南山　久三 055-0106 沙流郡平取町字荷菜５３番地２ 01457-2-3637 有限会社　宇南山商事 沙流郡平取町字荷菜５３番地２ 01457-2-3637

浄保５第８号 平成23年7月1日 平成26年6月30日 株式会社　ヤマト建設 菊地　竹勇 058-0205 幌泉郡えりも町字大和２５４番地の３ 01466-2-3171 株式会社　ヤマト建設 幌泉郡えりも町字大和２５４番地の３ 01466-2-3171

浄保１７第４号 平成23年7月8日 平成26年7月7日 有限会社　畑中設備工業 畑中　達夫 058-0014 様似郡様似町大通２丁目４９番地の３ 0146-36-2233 （有）畑中設備工業 様似郡様似町大通２丁目４９番地の３ 0146-36-2233

浄保２４第３号 平成24年4月24日 平成27年4月23日 川瀨　一 058-0004 様似郡様似町字平宇１１５の１ 0146-36-4218 川瀨　一 様似郡様似町字平宇１１５の１ 0146-36-4218

浄保６０第６３号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 有限会社　門別清掃社 望月　章 055-0006 沙流郡日高町富川南１丁目７番３号 01456-2-0382 （有）門別清掃社 沙流郡日高町富川南１丁目７番３号 01456-2-0382

浄保６０第１８１号 平成24年12月25日 平成27年12月24日 有限会社　日高清掃社 山田　昭彦 058-0014 様似郡様似町緑町７１番地 0146-36-5322 （有）日高清掃社 様似郡様似町緑町７１番地 0146-36-5322

浄保６０第１５９号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　日高トータルサービス 澤谷　幸弘 057-0026 浦河郡浦河町向別３７７番地の５ 0146-22-2154 （株）日高トータルサービス 浦河郡浦河町向別３７７番地の５ 0146-22-2154

浄保６０第１８０号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　シティック 行方　将泰 056-0014 日高郡新ひだか町静内古川町2丁目1番8号 0146-42-0527 （株）静内衛生社 静内郡新ひだか町古川町２丁目１番８号 0146-42-0527

浄保６１第３０号 平成25年1月29日 平成28年1月28日 二階堂　誠司 057-0002 浦河郡浦河町西幌別２７９番地 01462-8-1130 二階堂設備 浦河郡浦河町西幌別２７９番地 01462-8-1130

浄保７第４号 平成25年5月31日 平成28年5月30日 有限会社　防災北海道 河原　秀幸 059-2403 新冠郡新冠町字北星町５番地の２３ 0146-47-2727 （有）防災北海道 新冠郡新冠町字北星町５番地の２３ 0146-47-2727

浄保１０第２１号 平成25年12月25日 平成28年12月24日 有限会社　楠建設 楠　千弘 055-0106 沙流郡平取町字荷菜１５番地５ 01457-2-2048 （有）楠建設 沙流郡平取町字荷菜１５番地５ 01457-2-2048

石狩振興局

後志総合振興局

胆振総合振興局

日高振興局



浄保８第３号 平成23年4月26日 平成26年4月25日 カンエイ実業　株式会社 坂下　修 064-0807 札幌市中央区南７条西５丁目２８９番地５４ 011-511-7878 カンエイ実業（株）函館営業所 函館市本通１丁目２８－７ 0138-32-6598

浄保５第９号 平成23年7月2日 平成26年7月1日 有限会社　毎日環境サービス 髙田　雅 041-1352 亀田郡七飯町字軍川７４番地 0138-67-3245 有限会社　毎日環境サービス 亀田郡七飯町字軍川７４番地 0138-67-3245

浄保５第１号 平成23年9月22日 平成26年9月21日 八雲環境衛生　株式会社 松浦　孝紀 049-3101 二海郡八雲町元町７４番地の３ 0137-64-2031 八雲環境衛生（株） 二海郡八雲町元町７４番地の３ 0137-64-2031

浄保１７第１４号 平成23年10月27日 平成26年10月26日 株式会社　アイカ設備 出羽　修治 040-0022 函館市日乃出町３番２６号 0138-53-3963 株式会社　アイカ設備 函館市日乃出町３番２６号 0138-53-3963

浄保２３第１０号 平成23年11月11日 平成26年11月10日 アクアライフ　株式会社 松橋　勇 041-0853 函館市中道２丁目３番３６号 0138-54-5800 アクアライフ　株式会社 函館市中道２丁目３番３６号 0138-54-5800

浄保８第２５号 平成24年3月27日 平成27年3月26日 テスコ　株式会社 小林　千尋 160-0016 東京都新宿区信濃町３４番地 03-3355-3801 テスコ株式会社 函館支店 函館市若松町１５番７号函館北洋ビル 0138-23-5118

浄保１１第１５号 平成24年3月31日 平成27年3月30日 有限会社　総合メンテナンス 成田　裕 041-0808 函館市桔梗４丁目３４番２２号 0138-34-3981 有限会社 総合メンテナンス 函館市桔梗４丁目３４番２２号 0138-34-3981

浄保１８第８号 平成24年7月5日 平成27年7月4日 株式会社　マルゼンシステムズ 阿相　義則 040-0053 函館市末広町22番地21号 0138-26-9335 (株)マルゼンシステムズ 函館市末広町22番地21号 0138-26-9335

浄保１２第１０号 平成24年9月7日 平成27年9月6日 水ｉｎｇ　株式会社 水谷　重夫 108-0075 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9000 木古内管理事務所 木古内町字新道４２番地２６　きこないクリーンセンター内 01392-2-2770

浄保９第１１号 平成24年9月24日 平成27年9月23日 株式会社　ﾄｰｼｮｳﾋﾞﾙサービス 境　勝則 041-0853 函館市中道１丁目１番１２号 0138-30-3000 （株）ﾄｰｼｮｳﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 函館市中道１丁目１番１２号 0138-30-3000

浄保１８第１０号 平成24年9月30日 平成27年9月29日 有限会社　ホンマ交通警備 本間　雅之 041-0807 函館市北美原2丁目12番15号 0138-77-2000 (有)ホンマ交通警備美装課大野店 北斗市萩野33番地の49 0138-77-2000

浄保３第１０号 平成24年10月8日 平成27年10月7日 株式会社　コスモサポート 大野　嘉美 041-0824 函館市西桔梗町８５４番地９ 0138-49-0151 （株）コスモサポート 函館市西桔梗町８５４番地９ 0138-49-0151

浄保２４第６号 平成24年11月5日 平成27年11月4日 株式会社　アース技研 外山　潤 041-0804 函館市赤川町３８５番地１４ 0138-47-3511 株式会社　アース技研 函館市赤川町３８２番地 0138-47-3511

浄保６０第５号 平成24年11月20日 平成27年11月19日 株式会社　三益工業 南　馨 042-0941 函館市深堀町３１番地５３号 0138-52-7254 （株）三益工業 函館市深堀町３１番地５３号 0138-52-7254

浄保６０第２号 平成24年11月25日 平成27年11月24日 株式会社　環境科学研究所 藤島　浩 041-0824 函館市西桔梗町２８番地の１ 0138-48-6211 （株）環境科学研究所 函館市西桔梗町２８番地の１ 0138-48-6211

浄保６０第２６号 平成24年12月6日 平成27年12月5日 函館環境衛生　株式会社 久保　俊幸 042-0944 函館市金堀町５番２３号 0138-51-7750 函館環境衛生（株） 函館市金堀町５番２３号 0138-51-7750

浄保６０第３９号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 株式会社　亀田清掃 池田　善德 041-0804 函館市赤川町９０番地の４号 0138-46-3263 （株）亀田清掃 函館市赤川町９０番地の４号 0138-46-3263

浄保６０第５３号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 有限会社　笠松清掃 笠松　彰 049-1103 上磯郡知内町字重内３３番地 01392-5-5705 （有）笠松清掃 上磯郡知内町字重内３３番地 01392-5-5705

浄保６０第５５号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 クリーン商事　株式会社 百合　宣博 040-0053 函館市末広町２３番１６号 0138-26-3501 クリーン商事（株） 函館市末広町２３番１６号 0138-26-3501

浄保６０第５９号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 はこだて清掃　株式会社 丹内　政博 042-0932 函館市上湯川町３１４番地 0138-57-2151 はこだて清掃（株） 函館市上湯川町３１４番地 0138-57-2151

浄保６０第６５号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 有限会社　マルヤ設備工業 平井　克宏 049-2325 茅部郡森町字上台町１４４番地１６ 01374-2-2176 （有）マルヤ設備工業 茅部郡森町字本町185番地 01374-2-3156

浄保６０第６６号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 森清掃　株式会社 菱沼　幸子 049-2307 茅部郡森町字白川３７番地 01374-2-2653 森清掃（株） 茅部郡森町字白川３７番地 01374-2-2653

浄保６０第１１０号 平成24年12月24日 平成27年12月23日 株式会社　堀川清掃 堀川　善次郎 049-3514 山越郡長万部町字富野１７５番地 01377-2-2466 （株）堀川清掃 山越郡長万部町字富野１７５番地 01377-2-2466

浄保６０第１１６号 平成24年12月24日 平成27年12月23日 有限会社　第一清掃 木村　卓司 049-3112 二海郡八雲町末広町１１３番地の２ 0137-62-2904 （有）第一清掃 二海郡八雲町末広町１１３番地の２ 0137-62-2904

浄保６０第１６３号 平成24年12月24日 平成27年12月23日 有限会社　亀谷産業 亀谷　榮司 041-0832 函館市神山３丁目５番３０号 0138-52-1154 （有）亀谷産業 函館市神山３丁目５番３０号 0138-52-1154

浄保６第１４号 平成24年12月26日 平成27年12月25日 有限会社　茅部清掃 菊地　康博 049-2212 茅部郡森町字砂原４丁目４７番地の３ 01374-8-2045 （有）茅部清掃 茅部郡森町字砂原４丁目４７番地の３ 01374-8-2045

浄保６０第１３８号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 有限会社　渡島環境衛生 本間　厚子 049-0122 北斗市東浜２丁目２２番１１号 0138-73-2457 （有）渡島環境衛生 北斗市東浜２丁目２２番１１号 0138-73-2457

浄保６０第１４８号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　データベース 金　俊和 060-0807 札幌市北区北７条西５丁目８番５号 011-726-7661 八雲事業所 八雲町三杉町２０番６号八雲下水浄化センター内 01376-2-4037

浄保６０第１６７号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 有限会社　上嶋環境営繕 上嶋　利洋 049-1331 松前郡福島町字三岳２３番地 0139-47-2037 （有）上嶋環境営繕 松前郡福島町字三岳２３番地 0139-47-2037

浄保６０第１７９号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　佐々木配管 佐々木　広美 049-3521 山越郡長万部町字長万部２３４番地 01377-2-3142 （株）佐々木配管 山越郡長万部町字長万部２３４番地 01377-2-3142

浄保６１第３８号 平成25年1月30日 平成28年1月29日 株式会社　松橋工業 佐藤　達彦 041-0824 函館市西桔梗町８５０番地９９ 0138-48-8830 （株）松橋工業 函館市西桔梗町８５０番地９９ 0138-48-8830

浄保６１第５２号 平成25年3月1日 平成28年2月28日 有限会社　旭栄工業 工藤　敏夫 042-0914 函館市上湯川町３６２番地の４０ 0138-50-2766 （有）旭栄工業 函館市上湯川町３６２番地の４０ 0138-50-2766

浄保３第２７号 平成25年3月4日 平成28年3月3日 株式会社　コーノ 阿部　俊夫 041-0824 函館市西桔梗町２１３番地の８２ 0138-49-1071 （株）コーノ 函館市西桔梗町２１３番地の８２ 0138-49-1071

浄保１８第２１号 平成25年3月9日 平成28年3月8日 有限会社　やまいち 若狭　喜代志 049-0131 北斗市富川2丁目8番6号 0138-73-3804 (有)やまいち 北斗市富川2丁目8番6号 0138-73-3804

浄保９第２３号 平成25年3月18日 平成28年3月17日 株式会社　金澤建設 金澤　淳悦 049-1331 松前郡福島町字三岳１５４番地の２１ 01394-7-3372 （株）金澤建設 松前郡福島町字三岳１５４番地の２１ 01394-7-3372

浄保１５第１７号 平成25年3月29日 平成28年3月28日 株式会社　小林電機 小林　光男 041-1611 函館市川汲町１５４８番地 0138-25-5080 （株）小林電機 函館市川汲町１５４８番地 0138-25-5080

浄保７第１号 平成25年4月6日 平成28年4月5日 有限会社　折戸清掃 折戸　精一 043-0402 二海郡八雲町熊石鮎川町２１０番地の１ 01398-2-3837 （有）折戸清掃 二海郡八雲町熊石鮎川町２１０番地の１ 01398-2-3837

浄保１６第２号 平成25年4月15日 平成28年4月14日 株式会社　総合保守サービス 白石田　文宏 049-2142 茅部郡森町赤井川６９番地の４ 01374-5-3988 （株）総合保守サービス 茅部郡森町赤井川６９番地の４ 01374-5-3988

浄保４第１４号 平成25年12月15日 平成28年12月14日 有限会社　松前清掃 石附　浩 049-1501 松前郡松前町字建石６番地 0139-42-2305 （有）松前清掃 松前郡松前町字建石６番地 0139-42-2305

浄保４第１５号 平成26年1月6日 平成29年1月5日 有限会社　青函クリーン興業 佐々木　哲夫 049-0451 上磯郡木古内町字新道８６番地の１ 01392-2-3213 （有）青函クリーン興業 上磯郡木古内町字新道８６番地の１ 01392-2-3213

浄保４第１６号 平成26年1月7日 平成29年1月6日 有限会社　環境保全サービス 池田　鋼治 041-0833 函館市陣川町１０２番地１４６ 0138-51-2197 （有）環境保全サービス 函館市陣川町１０２番地１４６ 0138-51-2197

浄保１０第２４号 平成26年1月18日 平成29年1月17日 渡島設備工業　株式会社 高橋　昱彦 041-1404 茅部郡鹿部町字本別５３０番地２７１ 01372-7-2950 渡島設備工業（株） 茅部郡鹿部町字本別５３０番地２７１ 01372-7-2950

浄保１６第１２号 平成26年2月22日 平成29年2月21日 株式会社　明優 福田　博明 041-1104 亀田郡七飯町字上藤城３５８番地の４ 0138-64-3711 （株）明優 亀田郡七飯町字上藤城３５８番地の４ 0138-64-3711

浄保１９第１６号 平成26年3月3日 平成29年3月2日 北海道パワーエンジニアリング　株式会社 汐川　哲夫 060-0004 札幌市中央区北４条西１丁目２番地１ 011-221-3921 知内支店 上磯郡知内町字元町２８番地１３ 01392-5-7152
浄保１４第１４号 平成23年11月27日 平成26年11月26日 株式会社　佐々木総業 佐々木 俊司 043-1113 檜山郡厚沢部町新町２２３番地の２ 0139-67-2226 株式会社　佐々木総業 檜山郡厚沢部町新町２２３番地の２ 0139-67-2226

浄保１５第６号 平成24年6月10日 平成27年6月9日 化工機プラント環境エンジ 株式会社 伊藤　孝 210-0858 神奈川県川崎市川崎区大川町２番１号 044-355-0550 江差事業所 檜山郡江差町字砂川411-6　江差・上ノ国下水道管理センター内 0139-54-4572

浄保１８第５号 平成24年6月15日 平成27年6月14日 田中　訓夫 049-4308 瀬棚郡今金町字今金300-10 0137-82-2774 田中技建 瀬棚郡今金町字今金300-10 0137-82-2774

浄保２４第５号 平成24年8月3日 平成27年8月2日 株式会社　ベンリー１ 八木　伸幸 043-0032 檜山郡江差町字新栄町２２３番地 0139-56-1000 株式会社　ベンリー１ 檜山郡江差町字新栄町２２３番地 0139-56-1000

浄保３第７号 平成24年9月10日 平成27年9月9日 有限会社　奥尻クリーンサービス 工藤　勝義 043-1522 奥尻郡奥尻町字富里３０３番地の３ 01397-3-2702 （有）奥尻クリーンサービス 奥尻郡奥尻町字富里３０３番地の３ 01397-3-2702

浄保６０第３７号 平成24年12月6日 平成27年12月5日 有限会社　北部桧山清掃社 中井　直樹 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山４１５号 0137-84-5912 （有）北部桧山清掃社 久遠郡せたな町北檜山区北檜山４１５号 0137-84-5912

浄保６第１１号 平成24年12月21日 平成27年12月20日 株式会社　坂本建設 松下　正幸 049-4308 瀬棚郡今金町字今金５９４番地 0137-82-0278 （株）坂本建設 瀬棚郡今金町字今金５９４番地 0137-82-0278

浄保６３第１６号 平成24年12月22日 平成27年12月21日 有限会社　南部檜山清掃社 渡部　洋子 049-0626 檜山郡上ノ国町字桂岡１９７番地 0139-55-2158 （有）南部檜山清掃社 檜山郡上ノ国町字桂岡１９７番地 0139-55-2158

浄保６０第１０８号 平成24年12月24日 平成27年12月23日 有限会社　中川清掃社 中川 一夫 043-0042 檜山郡江差町字上野町３４番地 0139-52-2731 （有）中川清掃社 檜山郡江差町字上野町３４番地 0139-52-2731

浄保６０第１２５号 平成24年12月24日 平成27年12月23日 北部桧山環境衛生　有限会社 樋野　祐司 049-4308 瀬棚郡今金町字今金１２３番地の１ 0137-82-0403 北部桧山環境衛生（有） 瀬棚郡今金町字今金１２３番地の１ 0137-82-0403

浄保６１第７号 平成25年1月11日 平成28年1月10日 北海環境衛生　株式会社 八十科　剛 049-0611 檜山郡上ノ国町字大留１４０番地の２ 0139-55-2799 北海環境衛生（株） 檜山郡上ノ国町字大留１４０番地の２ 0139-55-2799

浄保２１第１１号 平成25年3月5日 平成28年3月4日 株式会社　クリーン開発 坪谷　忠 043-0000 檜山郡江差町字南が丘７番地の１４１ 0139-52-0870 株式会社　クリーン開発 檜山郡江差町字南が丘７番地の１４１ 0139-52-0870

浄保９第１８号 平成25年3月11日 平成28年3月10日 有限会社　伊藤清掃 伊藤　姫子 043-0103 爾志郡乙部町字緑町６５番地 0139-62-2153 （有）伊藤清掃 爾志郡乙部町字緑町６５番地 0139-62-2153

浄保２２第２号 平成25年6月2日 平成28年6月1日 有限会社　環境整備センター 坪谷　忠 043-1524 奥尻郡奥尻町字米岡２１３番地３ 01397-3-1400 （有）環境整備センター 奥尻郡奥尻町字米岡２１３番地３ 01397-3-1400

浄保１第１６号 平成25年7月21日 平成28年7月20日 株式会社　多田鉄工設備 多田　佳正 049-4308 瀬棚郡今金町字今金３６５番地 0137-82-0108 （株）多田鉄工設備 瀬棚郡今金町字今金３６５番地 0137-82-0108

浄保２５第２号 平成25年9月27日 平成28年9月26日 株式会社　道栄 斉藤　修 049-0605 檜山郡上ノ国町小安在５７番地 0139-58-5662 株式会社　道栄 檜山郡上ノ国町小安在５７番地 0139-58-5662

浄保６２第３号 平成26年2月12日 平成29年2月11日 株式会社　西里清掃 西里　幸雄 043-1113 檜山郡厚沢部町新町１６６番地の１９ 0139-64-3705 株式会社　西里清掃 檜山郡厚沢部町新町１６６番地の１９ 0139-64-3705
浄保８第３号 平成23年4月26日 平成26年4月25日 カンエイ実業　株式会社 坂下　修 064-0807 札幌市中央区南７条西５丁目２８９番地５４ 011-511-7878 カンエイ実業（株）旭川営業所 旭川市北門町２２丁目２１６８－２２８ 0166-55-5757

浄保８第７号 平成23年5月10日 平成26年5月9日 株式会社　山崎機工 山崎　謙一 098-0505 名寄市風連町南町３６番地 01655-3-2577 株式会社　山崎機工 名寄市風連町南町３６番地 01655-3-2577

浄保２３第２号 平成23年6月30日 平成26年6月29日 村瀬　哲也 078-8321 旭川市神楽岡１１条３丁目３番３号 0166-66-0931 村瀬住設サービス 旭川市神楽岡１１条３丁目３番３号 0166-66-0931

浄保８第８号 平成23年7月8日 平成26年7月7日 株式会社　エーステクニック 芳野　逸 078-8234 旭川市豊岡４条１０丁目７番２７号 0166-37-1444 株式会社　エーステクニック 旭川市豊岡４条１０丁目７番地２７号 0166-37-1444

浄保８第１０号 平成23年7月23日 平成26年7月22日 フジヤ住設工業　株式会社 辻本　康行 095-0024 士別市西４条１丁目１９１番地１１ 01652-3-3788 フジヤ住設工業（株） 士別市西４条１丁目１９１番地１１ 01652-3-3788

浄保２０第３号 平成23年8月1日 平成26年7月31日 株式会社　近藤組 近藤　清秀 098-0111 上川郡和寒町字三笠９９番地 0165-32-2042 株式会社　近藤組　名寄支店 名寄市風連町北栄町１３９番地１ 01655-3-2225

浄保８第１１号 平成23年8月19日 平成26年8月18日 株式会社　小泉鉄工 野田　真澄 095-0046 士別市南町東４区１８７６番地１２ 01652-3-1271 株式会社小泉鉄工 士別事業所 士別市南町東４区１８７６番地１２ 01652-3-1271

浄保８第１２号 平成23年8月19日 平成26年8月18日 三野建設　株式会社 三野　博司 095-0014 士別市東４条５丁目６番地 01652-3-2784 三野建設 株式会社 士別市東４条５丁目６番地 01652-3-2784

浄保５第１３号 平成23年8月23日 平成26年8月22日 株式会社　美瑛プロパンセンター 柿崎　健二 071-0201 上川郡美瑛町丸山１丁目４番３号 0166-92-3141 株式会社 美瑛プロパンセンター 上川郡美瑛町丸山１丁目４番３号 0166-92-3141

浄保１４第１２号 平成23年9月20日 平成26年9月19日 有限会社　愛別清掃 羽澄　雄太 078-1404 上川郡愛別町字北町２８４番地の９ 01658-6-5059 有限会社　愛別清掃 上川郡愛別町字北町２８４番地の９ 01658-6-5059

浄保２０第７号 平成23年9月26日 平成26年9月25日 新日章サービス株式会社 早坂　洋子 079-8424 旭川市永山１４条３丁目４番２５号 0166-26-1188 新日章サービス株式会社 旭川市永山１４条３丁目４番２５号 0166-26-1188

浄保２第１５号 平成23年10月3日 平成26年10月2日 大北土建工業　株式会社 荒木　毅 076-0031 富良野市本町８番１号 0167-23-1111 大北土建工業（株） 富良野市本町８番１号 0167-23-1111

浄保２０第９号 平成23年11月5日 平成26年11月4日 株式会社　木本動力工業所 本田　道明 079-8431 旭川市永山町６丁目 0166-48-1246 株式会社　木本動力工業所美深営業所 中川郡美深町西１条南６丁目４４番地 01656-2-1076

浄保１１第１０号 平成23年12月2日 平成26年12月1日 株式会社　ヒューエンス 設楽　守良 079-2201 勇払郡占冠村字中央４７番地３８ 0167-39-8922 （株）ヒューエンス 本店 勇払郡占冠村字中央４７番地３８ 0167-39-8922

浄保６３第４号 平成24年4月28日 平成27年4月27日 有限会社　上川清掃社 佐藤　隆 078-1761 上川郡上川町旭町６番地 01658-2-1779 （有）上川清掃社 上川郡上川町旭町６番地 01658-2-1779

浄保１８第４号 平成24年6月2日 平成27年6月1日 有限会社　笠井工務店 笠井　信 096-0013 名寄市西３条南１丁目 01654-2-4726 （有）笠井工務店 名寄市西３条南１丁目 01654-2-4726

浄保６３第８号 平成24年6月10日 平成27年6月9日 株式会社　道北暖房設備 櫻井　郁也 079-8431 旭川市永山北２条７丁目１５８番地の１ 0166-47-4388 （株）道北暖房設備 旭川市永山北２条７丁目１５８番地の１ 0166-47-4388

浄保６３第８号 平成24年6月10日 平成27年6月9日 株式会社　道北暖房設備 櫻井　郁也 079-8431 旭川市永山北２条７丁目１５８番地の１ 0166-47-4388 （株）道北暖房設備 美深営業所 中川郡美深町西１条北１丁目 01656-2-2718

浄保９第８号 平成24年8月29日 平成27年8月28日 北建工業　株式会社 山本　重存 096-0033 名寄市西３条北２丁目１１番地１ 01654-2-3984 北建工業（株） 名寄市西３条北２丁目１１番地１ 01654-2-3984

浄保１２第１２号 平成24年10月1日 平成27年9月30日 有限会社　玉手鋼建 玉手　ミエ子 079-1561 富良野市山部南町１番５号 0167-42-2221 （有）玉手鋼建 富良野市山部南町１番５号 0167-42-2221

浄保６０第１６号 平成24年12月2日 平成27年12月1日 株式会社　西塚清掃社 西塚　邦夫 071-0549 空知郡上富良野町北町１丁目４番１０ 0167-45-2312 （株）西塚清掃社 空知郡上富良野町北町１丁目４番１０ 0167-45-2312

浄保６０第９号 平成24年12月2日 平成27年12月1日 吉野清掃商事　有限会社 吉野　久 070-8012 旭川市神居２条１７丁目２番６号 0166-61-5732 吉野清掃商事（有） 旭川市神居２条１７丁目２番６号 0166-61-5732

浄保６０第３０号 平成24年12月6日 平成27年12月5日 士別浄化工業　株式会社 片庭　隆暁 095-0055 士別市南士別町１６１４番地２ 01652-3-3495 士別浄化工業（株） 士別市南士別町１６１４番地２ 01652-3-3495

渡島総合振興局

檜山振興局

上川総合振興局



浄保６０第３２号 平成24年12月6日 平成27年12月5日 富良野浄化工業　株式会社 福岡　榮一 076-0021 富良野市緑町１０番４０号 0167-22-4744 富良野浄化工業（株） 富良野市緑町１０番４０号 0167-22-4744

浄保６０第４１号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 協業組合　旭川浄化 志野原　正剛 070-8045 旭川市紙雨紛１９３番地１ 0166-62-4758 西神楽事務所 旭川市西神楽１線１４号 0166-75-3551

浄保６０第５４号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 豊岡設備　有限会社 髙藤　計 078-8241 旭川市豊岡１１条６丁目３番１４号 0166-33-2868 豊岡設備（有） 旭川市豊岡１１条６丁目３番１４号 0166-33-2868

浄保６０第７３号 平成24年12月14日 平成27年12月13日 北部クリーン企業組合 平木　民雄 098-2802 中川郡中川町字中川３４０番地 01656-7-3446 北部クリーン企業組合 中川郡中川町字中川３４０番地 01656-7-3446

浄保６０第８２号 平成24年12月16日 平成27年12月15日 三益工業　株式会社 仁木　篤志 062-0937 札幌市豊平区平岸７条１５丁目１番５４号 011-811-5171 幌加内営業所 雨竜郡幌加内町字幌加内 01653-5-2788

浄保６０第８２号 平成24年12月16日 平成27年12月15日 三益工業　株式会社 仁木　篤志 062-0937 札幌市豊平区平岸７条１５丁目１番５４号 011-811-5171 旭川営業所 旭川市東光２条６丁目３番３６号　中寿ビル３階 0166-33-0474

浄保３第１３号 平成24年12月17日 平成27年12月16日 株式会社　キョクネン 森川　時夫 078-8220 旭川市１０条通２１丁目２番地の１ 0166-33-0888 （株）キョクネン 旭川市１０条通２１丁目２番地の１ 0166-33-0888

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 施設管理事務所 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 富良野事業所 富良野市西町２番２０号　富良野水処理センター 0167-22-3730

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 上富良野事業所 上富良野町基線北２４－９８３－２　上富良野浄化センター 0164-45-3149

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 中富良野事業所 空知郡中富良野町東１線北１１号　中富良野クリーンセンター 0167-44-4900

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 南富良野事業所 南富良野町字幾寅南　富良野浄化センター 0167-52-2524

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 愛別事業所 上川郡愛別町字南町４４４－１　愛別公共下水道管理センター 01658-6-4474

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 剣淵事業所 上川郡剣淵町元町　剣淵浄化センター内 01653-4-3855

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 音威子府事業所 中川郡音威子府村字音威子府　音威子府浄化センター内 01656-9-3655

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 中川事業所 中川郡中川町字中川　中川浄化センター内 01656-7-3521

浄保６０第１１８号 平成24年12月23日 平成27年12月22日 環境衛生工業　株式会社 二坂　肇 070-0038 旭川市８条通９丁目左６号 0166-29-2000 環境衛生工業（株） 旭川市８条通９丁目左６号 0166-29-2000

浄保６０第１０４号 平成24年12月24日 平成27年12月23日 丸信衛生工業　株式会社 山田　智士 070-0037 旭川市７条通１３丁目左８号 0166-23-2528 丸信衛生工業（株） 旭川市７条通１３丁目左８号 0166-23-2528

浄保６０第１２３号 平成24年12月24日 平成27年12月23日 株式会社　ホクカン 木村　進一 079-8424 旭川市永山１４条３丁目３番４号 0166-24-5593 （株）ホクカン 旭川市永山１４条３丁目３番４号 0166-24-5593

浄保６０第１２４号 平成24年12月24日 平成27年12月23日 北海美掃　株式会社 木村　進一 079-8424 旭川市永山１４条３丁目３番４号 0166-25-3288 北海美掃（株） 旭川市永山１４条３丁目３番４号 0166-25-3288

浄保６第１２号 平成24年12月26日 平成27年12月25日 ｴﾇ･ｴｽ　株式会社 池田　健太郎 001-0923 札幌市北区新川３条１８丁目２番６号 011-762-1911 道北支店旭川営業所 旭川市忠和５条７丁目３番１８号 0166-62-1911

浄保６０第１４８号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　データベース 金　俊和 060-0807 札幌市北区北７条西５丁目８番５号 011-726-7661 美深事業所 美深町字敷島２５番地美深浄水管理センター内 01656-2-2987

浄保６０第１６２号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　ふらの衛生社 髙橋 穣二 079-1581 富良野市字山部東１７線１３番地 0167-42-2396 （株）ふらの衛生社 富良野市字山部東１７線１３番地 0167-42-2396

浄保６０第１８８号 平成24年12月28日 平成27年12月27日 株式会社　士別衛生公社 松井　宏彦 095-0011 士別市東１条１１丁目１６１２ 01652-3-2086 （株）士別衛生公社 士別市東１条１１丁目１６１２ 01652-3-2086

浄保６１第３４号 平成25年1月29日 平成28年1月28日 株式会社　中川水道 吉田　義一 098-2802 中川郡中川町字中川１９８番地３４ 01656-7-2416 （株）中川水道 中川郡中川町字中川１９８番地３４ 01656-7-2416
浄保６１第３５号 平成25年1月29日 平成28年1月28日 有限会社　名寄衛生公社 桑原  裕敏 096-0053 名寄市東３条北４丁目12番地2 01654-3-5171 （有）名寄衛生公社 名寄市東３条北４丁目12番地2 01654-3-5171
浄保９第１６号 平成25年2月23日 平成28年2月22日 有限会社　宮内設備工業 宮内　邦雄 076-0058 富良野市新光町１番５０号 0167-23-6132 （有）宮内設備工業 富良野市新光町１番５０号 0167-23-6132
浄保９第１７号 平成25年2月26日 平成28年2月25日 扶桑興業　株式会社 桑原  裕敏 096-0053 名寄市東３条北４丁目１２番地２ 01654-3-5172 扶桑興業（株） 名寄市東３条北４丁目１２番地２ 01654-3-5172
浄保２１第１２号 平成25年3月11日 平成28年3月10日 田中　靖雄 076-0011 富良野市末広町２２番１０号 0167-22-2596 田中組　田中靖雄 富良野市末広町２２番１０号 0167-22-2596
浄保６１第５４号 平成25年3月14日 平成28年3月13日 後田設備工材　株式会社 石上　敏己 076-0031 富良野市本町６番３号 0167-23-3565 後田設備工材（株） 富良野市本町６番３号 0167-23-3565
浄保４第１１号 平成25年8月12日 平成28年8月11日 美瑛清掃　株式会社 二井田　佐敏 071-0206 上川郡美瑛町北町１丁目２０番１３号 0166-92-1336 美瑛清掃（株） 上川郡美瑛町北町１丁目２０番１３号 0166-92-1336
浄保１６第９号 平成25年8月17日 平成28年8月16日 株式会社　丹野建設 丹野　美津雄 098-1201 上川郡下川町旭町１３２番地 01655-4-2237 株式会社丹野建設 上川郡下川町旭町１３２番地 01655-4-2237
浄保７第１６号 平成25年10月4日 平成28年10月3日 株式会社　岩城設備 岩城　義雄 078-0349 上川郡比布町寿町３丁目２番２２号 0166-85-2820 （株）岩城設備 上川郡比布町寿町３丁目２番２２号 0166-85-2820

浄保７第１３号 平成25年10月17日 平成28年10月16日 士別市管工事業協同組合 辻本　康行 095-0039 士別市大通北８丁目１３９番地５ 0165-22-3870 士別市管工事業(協) 士別市大通北８丁目１３９番地５ 0165-22-3870

浄保１０第１５号 平成25年10月26日 平成28年10月25日 株式会社　栗本組 栗本　津吉 095-0013 士別市東３条１６丁目３１３１番地 0165-23-1158 （株）栗本組 士別市東３条１６丁目３１３１番地 0165-23-1158

浄保１９第１４号 平成25年12月20日 平成28年12月19日 株式会社　シー・エス・ティ 藤岡　末生 071-0551 空知郡上富良野町本町１丁目６番６号 0167-45-3210 株式会社　シー・エス・ティ 空知郡上富良野町本町１丁目６番６号 0167-45-3210

浄保２５第４号 平成25年12月25日 平成28年12月24日 下川環境サービス事業協同組合 金子　一志 上川郡下川町幸町１１２番地 01655-4-2072 下川環境サービス事業協同組合 上川郡下川町幸町１１２番地 01655-4-2072

浄保７第２２号 平成26年3月11日 平成29年3月10日 有限会社　佐々木衛生 佐々木　利光 078-1313 上川郡当麻町３条東４丁目７番２号 0166-84-4775 （有）佐々木衛生 上川郡当麻町３条東４丁目７番２号 0166-84-4775

浄保８第４号 平成26年3月11日 平成29年3月11日 株式会社　辻キカイ 辻　輝 078-0342 上川郡比布町西町３丁目２番２７号 0166-85-2108 （株）辻キカイ 上川郡比布町西町３丁目２番２７号 0166-85-2108

浄保６２第１０号 平成26年3月27日 平成29年3月26日 協和設備　有限会社 溝口　秋夫 070-0002 旭川市新富２条２丁目１０番３号 0166-25-4198 協和設備（有） 旭川市新富２条２丁目１０番３号 0166-25-4198
浄保１４第７号 平成23年6月5日 平成26年6月4日 有限会社　半澤 半澤　正良 098-3543 天塩郡遠別町字本町５丁目３番地５９ 01632-7-3748 有限会社　半澤 天塩郡遠別町字本町５丁目３番地５９ 01632-7-3748

浄保１７第６号 平成23年7月14日 平成26年7月13日 株式会社　メイク 石山　道徳 098-3312 天塩郡天塩町字川口５６９２番地の６ 01632-2-1330 株式会社　メイク 天塩郡天塩町字川口５６９２番地の６ 01632-2-1330

浄保１４第１１号 平成23年9月5日 平成26年9月4日 有限会社　道北水道設備 武田　弘樹 078-4421 苫前郡初山別村字初山別９３番地の３ 0164-67-2101 （有）道北水道設備 苫前郡初山別村字初山別９３番地の３ 0164-67-2101

浄保６２第２７号 平成23年10月12日 平成26年10月11日 有限会社　小平清掃公社 石黒　辰二 078-3301 留萌郡小平町字小平町４８０番地 0164-56-2740 有限会社　小平清掃公社 留萌郡小平町字小平町４８０番地 0164-56-2740

浄保１４第１５号 平成23年12月24日 平成26年12月23日 株式会社　アクセプト 三好　敏彦 078-3301 留萌郡小平町字小平町３９８番地の８ 0164-59-1215 株式会社　アクセプト 留萌郡小平町字小平町３９８番地の８ 0164-59-1215

浄保１５第８号 平成24年6月10日 平成27年6月9日 松田　篤幸 078-4131 苫前郡羽幌町寿町２４７番地の５ 01646-2-3065 松田住設機器 苫前郡羽幌町寿町２４７番地の５ 01646-2-3065

浄保６０第１号 平成24年11月25日 平成27年11月24日 有限会社　北日本環境整備センター 松下　峰雄 077-0023 留萌市五十嵐町２丁目１番４３語 0164-43-0971 （有）北日本環境整備センター 留萌市五十嵐町２丁目１番４３号 0164-43-0971

浄保６０第１１号 平成24年12月2日 平成27年12月1日 苫前環境産業　有限会社 前田　久義 078-3702 苫前郡苫前町字栄浜１７５番地 01646-4-2939 苫前環境産業（有） 苫前郡苫前町字栄浜１７５番地 01646-4-2939

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 苫前事業所 苫前町字上平１８０番地の１　苫前浄化センター 0164-66-1833

浄保６０第１５３号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 北海実業　株式会社 田所　勝 098-3302 天塩郡天塩町山手裏通３丁目１８番地 01632-2-1787 北海実業（株） 天塩郡天塩町山手裏通３丁目１８番地 01632-2-1787

浄保６０第１６４号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　ウォーターエージェンシー 榊原　秀明 162-0813 東京都新宿区東五軒町３番２５号 03-3267-4001 北海道事務所羽幌事業所 苫前郡羽幌町字旭日１４４３ 01646-9-0606

浄保１２第２１号 平成25年2月21日 平成28年2月20日 有限会社　増毛清掃 齊藤　偉 077-0215 増毛郡増毛町暑寒町５丁目１６６番地の６ 0164-53-2574 （有）増毛清掃 増毛郡増毛町暑寒町５丁目１６６番地の６ 0164-53-2574

浄保３第３３号 平成25年3月13日 平成28年3月12日 有限会社　留萌清掃公社 丹羽　善則 077-0013 留萌市潮静４丁目２９番地の１４ 0164-42-1602 （有）留萌清掃公社 留萌市潮静４丁目２９番地の１４ 0164-42-1602

浄保３第３４号 平成25年3月13日 平成28年3月12日 有限会社　環境衛生サービス 丹羽　善則 077-0013 留萌市潮静４丁目２９番地の１４ 0164-42-6613 （有）環境衛生サービス 留萌市潮静４丁目２９番地の１４ 0164-42-6613

浄保７第２０号 平成25年6月1日 平成28年5月31日 有限会社　羽幌町清掃社 田原　昇生 078-4110 苫前郡羽幌町北大通２丁目２０番地 0164-62-2356 （有）羽幌町清掃社 苫前郡羽幌町北大通２丁目２０番地 0164-62-2356

浄保７第１２号 平成25年10月24日 平成28年10月23日 有限会社　衛生公社 平澤　光保 077-0037 留萌市沖見町３丁目１３２番地の３ 0164-42-1727 （有）衛生公社潮静営業所 留萌市潮静４丁目２９番地の１０ 0164-42-1727

浄保１９第１５号 平成26年2月28日 平成29年2月27日 株式会社　北海道グリーンメンテナンス 大野　俊三 007-0884 札幌市東区北丘珠４条３丁目１０番２０号 011-781-2530 羽幌営業所 苫前郡羽幌町南２条３丁目 01646-2-5560
浄保５第１９号 平成23年11月4日 平成26年11月3日 廣田　浩一 097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町１６０番地 0163-82-2062 廣田浄化槽 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町１６０番地 0163-82-2062

浄保２第２５号 平成24年2月5日 平成27年2月4日 有限会社　利尻産業サービス 山本　義憲 097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字野塚３９番地１ 0163-82-1743 有限会社　利尻産業サービス 利尻郡利尻富士町鴛泊字野塚３９番地１ 0163-82-1743

浄保１１第１３号 平成24年2月6日 平成27年2月5日 ユタカ商事　株式会社 西村　力 098-5206 枝幸郡枝幸町歌登西町１２０番地 0163-68-3118 ユタカ商事（株） 枝幸郡枝幸町歌登西町１２０番地 0163-68-3118

浄保２４第１号 平成24年4月16日 平成27年4月15日 株式会社　佐野衛生舎 佐野　喜義 098-6231 宗谷郡猿払村鬼志別東町２１６番地 01635-2-3622 株式会社　佐野衛生舎 宗谷郡猿払村鬼志別東町２１６番地 01635-2-3622

浄保２１第３号 平成24年6月9日 平成27年6月8日 三興建設　株式会社 加藤　日出男 097-0401 利尻郡利尻町沓形字新湊２番地 0163-84-2337 三興建設　株式会社 利尻郡利尻町沓形字新湊２番地 0163-84-2337

浄保１２第５号 平成24年6月21日 平成27年6月20日 有限会社　ホクエイ 阿部　直樹 098-6104 宗谷郡猿払村猿払127番地20 01635-4-5150 （有）ホクエイ 宗谷郡猿払村猿払127番地20 01635-4-5150

浄保９第４号 平成24年7月10日 平成27年7月9日 有限会社　礼文公清社 下田　大明 097-1111 礼文郡礼文町大字船泊村字ｳヱﾝﾅｲﾎ111番地の2 01638-7-2762 （有）礼文公清社 礼文郡礼文町大字船泊村字ｳヱﾝﾅｲﾎ111番地の2 01638-7-2762

浄保２１第６号 平成24年9月16日 平成27年9月15日 有限会社　ツツミ 堤　正樹 097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字港町131番地1 0163-82-1299 (有)ツツミ 利尻郡利尻富士町鴛泊字港町131番地1 0163-82-1299

浄保１２第１１号 平成24年9月20日 平成27年9月19日 清水工業　株式会社 小高　政一 098-6227 宗谷郡猿払村字鬼志別南町１３９番地 01635-2-3401 清水工業（株） 宗谷郡猿払村字鬼志別南町１３９番地 01635-2-3401

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 幌延事業所 天塩郡幌延町元町２１番地　幌延下水道管理センター内 01632-9-4966

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 浜頓別事業所 枝幸郡浜頓別町北４条８丁目１　浜頓別下水終末処理場内 01634-2-2499

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 枝幸事業所 枝幸郡枝幸町南浜町１３４３－９　枝幸下水終末処理場内 01636-2-4036

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 猿払事業所 宗谷郡猿払村浜鬼志別３４６７－２　 01635-2-3986

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 中頓別事業所 枝幸郡中頓別町字中頓別　中頓別下水道管理センター内 01634-6-1810

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 豊富事業所 豊富町字サロベツ２００９番６　豊富浄化センター 0162-66-1833

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 利尻事業所 利尻郡利尻町沓形字種富町１１０ 01638-9-4955

浄保６０第１０１号 平成24年12月20日 平成27年12月19日 株式会社　テクノス北海道 橋本　昭彦 070-8044 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 利尻富士事業所 利尻富士町鴛泊字富士野３番地４ 0163-82-1141

浄保６３第１８号 平成24年12月22日 平成27年12月21日 吉野衛生　有限会社 吉野　正夫 098-5714 枝幸郡浜頓別町北４条２丁目１９番地 01634-2-3417 吉野衛生（有） 枝幸郡浜頓別町北４条２丁目１９番地 01634-2-3417

浄保６０第１２１号 平成24年12月24日 平成27年12月23日 株式会社　稚内衛生公社 高橋　淳一 097-0011 稚内市はまなす４丁目１番２号 0162-33-7744 （株）稚内衛生公社 稚内市はまなす４丁目１番２号 0162-33-7744

浄保３第２０号 平成24年12月25日 平成27年12月24日 有限会社　今衛生舎 今　進治 098-5826 枝幸郡枝幸町新港町７９６２番地６３ 0163-62-1467 （有）今衛生舎 枝幸郡枝幸町新港町７９６２番地６３ 0163-62-1467

浄保６０第１７８号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 小 浄化槽センター 小池　正 097-0015 稚内市朝日５丁目１０番１２号 0162-32-3058 小　浄化槽センター 稚内市朝日５丁目１０番１２号 0162-32-3058

浄保１２第２０号 平成25年2月16日 平成28年2月15日 吉田産業　株式会社 吉田　浩二 097-0311 利尻郡利尻町仙法志字神磯５４番地 0163-85-1316 吉田産業（株） 利尻郡利尻町仙法志字神磯５４番地 0163-85-1316

浄保９第２４号 平成25年3月23日 平成28年3月22日 相馬　敏彦 098-5551 枝幸郡中頓別町字中頓別２８番地 01634-6-1696 相馬衛生舎 枝幸郡中頓別町字中頓別２８番地 01634-6-1696

浄保４第７号 平成25年6月3日 平成28年6月2日 有限会社　森谷設備 森谷　信 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ８８９４番地 0162-82-2217 （有）森谷設備 天塩郡豊富町字上サロベツ８８９４番地 0162-82-2217

浄保１０第９号 平成25年8月3日 平成28年8月2日 安藤管工設備　有限会社 安藤　三智弥 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ２５４３番地１ 0162-82-1124 安藤管工設備（有） 天塩郡豊富町字上サロベツ２５４３番地１ 0162-82-1124

浄保２２第７号 平成25年12月28日 平成28年12月27日 株式会社　サニタ 中村　進 097-0016 稚内市萩見４丁目１番２１号 0162-33-8225 株式会社サニタ 稚内市萩見４丁目１番２１号 0162-33-8225

浄保２第１号 平成26年4月4日 平成29年4月3日 南　哲也 097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字本町５３番地３ 0163-82-1533 利尻環境センター 利尻郡利尻富士町鴛泊字本町５３番地３ 0163-82-1533
浄保１４第４号 平成23年5月23日 平成26年5月22日 カンリ運送　株式会社 伹野　由美子 099-1402 常呂郡訓子府町字穂波６７番地３４ 0157-47-2559 カンリ運送（株） 常呂郡訓子府町字穂波67-34 0157-47-2559

浄保６２第２０号 平成23年6月10日 平成26年6月9日 有限会社　羽生清掃舎 羽生　裕幸 091-0151 北見市留辺蘂町昭栄４４７番地５ 0157-45-2427 有限会社　羽生清掃舎 北見市留辺蘂町昭栄４４７番地５ 0157-45-2427

上川総合振興局

留萌振興局

宗谷総合振興局

ｵﾎｰﾂｸ総合振興局



浄保２３第３号 平成23年7月4日 平成26年7月3日 株式会社　津別総合管理センター 092-0225 網走郡津別町字共和５８０番地１ 0152-75-5383 株式会社　津別総合管理センター 網走郡津別町字共和５８０番地１ 0152-75-5383

浄保２３第７号 平成23年7月26日 平成26年7月25日 有限会社　長谷川熱器 長谷川　晴夫 099-6503 紋別郡湧別町開盛２２８番地 099-6503 (有)長谷川熱器 紋別郡湧別町開盛２２８番地 01586-2-5283

浄保５第１０号 平成23年8月16日 平成26年8月15日 株式会社　菅原設備工業 菅原　賢司 099-5600 紋別郡滝上町字サクルー原野基線番外地 0158-29-2592 （株）菅原設備工業 紋別郡滝上町字サクルー原野基線番外地 0158-29-2592

浄保１１第７号 平成23年8月30日 平成26年8月29日 有限会社　井上商会 井上　隆 099-6326 紋別郡湧別町中湧別北町９９番地 01586-2-3355 有限会社　井上商会 紋別郡湧別町中湧別北町９９番地 01586-2-3355

浄保２３第８号 平成23年9月9日 平成26年9月8日 北東開発工業　株式会社 佐藤　伸也 099-5171 紋別市渚滑町９丁目１８番地 0158-23-5275 北東開発工業株式会社 紋別市渚滑町９丁目１８番地 0158-23-5275

浄保８第１８号 平成23年11月19日 平成26年11月18日 株式会社　オホーツク設備 髙橋　清文 092-0004 網走郡美幌町字仲町１丁目１５番地 0152-73-2928 株式会社　オホーツク設備 網走郡美幌町字仲町１丁目１５番地 0152-73-2928

浄保１７第１６号 平成24年3月9日 平成27年3月8日 有限会社　髙柳設備 髙柳　和代 099-6326 紋別郡湧別町字中湧別北町１７番地の５ 01586-2-2295 有限会社　髙柳設備 紋別郡湧別町字中湧別北町１７番地の５ 01586-2-2295

浄保６第６号 平成24年7月11日 平成27年7月10日 株式会社　道央環境センター 島田　雅之 061-1413 恵庭市本町２７番地 0123-34-0740 （株）道央環境センター　美幌事業所 網走郡美幌町字東３条南４丁目１番地の１３ 01527-2-2480

浄保９第６号 平成24年8月8日 平成27年8月7日 株式会社　東部第一 田尾　光弘 090-0022 北見市北２条東２丁目４番地 0157-24-8511 （株）東部第一 北見市北２条東２丁目４番地 0157-24-8511

浄保１２第１０号 平成24年9月7日 平成27年9月6日 水ｉｎｇ　株式会社 水谷　重夫 108-0075 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9000 常呂管理事務所 北見市常呂町字土佐68-1　常呂終末処理場内 0152-54-1303

浄保１２第１０号 平成24年9月7日 平成27年9月6日 水ｉｎｇ　株式会社 水谷　重夫 108-0075 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9000 津別管理事務所 津別町字達美186-13　津別町下水道管理センター内 01527-6-2848

浄保１２第１０号 平成24年9月7日 平成27年9月6日 水ｉｎｇ　株式会社 水谷　重夫 108-0075 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9000 佐呂間管理事務所 佐呂間町字幸町３２－１　佐呂間町下水道管理センター 01587-2-1537

浄保９第１３号 平成24年10月1日 平成27年9月30日 有限会社　北海設備 渡部　健一 099-0111 紋別郡遠軽町白滝８１３番地 01584-8-2302 （有）北海設備 紋別郡遠軽町白滝８１３番地 01584-8-2302

浄保６０第２０号 平成24年12月2日 平成27年12月1日 株式会社　カリヤ 刈谷　一郎 099-6403 紋別郡湧別町緑町１０９番地 01586-5-2323 （株）カリヤ 紋別郡湧別町緑町１０９番地 01586-5-2323

浄保６０第８号 平成24年12月2日 平成27年12月1日 株式会社　北環 太田　耐輝 090-0802 北見市田端町７１番地７１ 0157-61-3331 （株）北環 北見市田端町７１番地７１ 0157-61-3331

浄保６０第４２号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 有限会社　遠軽清掃社 寺田　貢 099-0428 紋別郡遠軽町西町１丁目５番地の９ 0158-42-2310 （有）遠軽清掃社 紋別郡遠軽町西町１丁目５番地の９ 0158-42-2310

浄保６０第４３号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 有限会社　滝上清掃舎 中津　久男 099-5600 紋別郡滝上町字滝ノ上市街地２条通２丁目15番1 015829-2616 （有）滝上清掃舎 紋別郡滝上町字滝ノ上市街地２条通２丁目15番1 015829-2616

浄保２４第７号 平成24年12月12日 平成27年12月13日 株式会社　オホーツク　クリーン 河本　宗範 094-0007 紋別市落石町２丁目３１番地３６ 0158-23-2361 株式会社　オホーツク　クリーン 紋別市落石町２丁目３１番地３６ 0158-23-2361

浄保６０第７１号 平成24年12月14日 平成27年12月13日 有限会社　あおき 青木　康 093-0501 常呂郡佐呂間町字宮前町７７番地 01587-2-3608 （有）あおき 常呂郡佐呂間町字宮前町７７番地 01587-2-3608

浄保６第１３号 平成24年12月26日 平成27年12月25日 安全建設　株式会社 吉住　清次 092-0065 網走郡美幌町字青山南２５番地１ 0152-72-4151 安全建設（株） 網走郡美幌町字青山南２５番地１ 0152-72-4151

浄保６０第１４８号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　データベース 金　俊和 060-0807 札幌市北区北７条西５丁目８番５号 011-726-7661 湧別事業所 湧別町曙町１５５－３番地湧別終末処理場内 01586-5-2955

浄保６０第１６４号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　ウォーターエージェンシー 榊原　秀明 162-0813 東京都新宿区東五軒町３番２５号 03-3267-4001 北海道事務所置戸事業所 常呂郡置戸町置戸２６３－１０ 0157-53-2190

浄保６１第６号 平成25年1月11日 平成28年1月10日 稲田　光男 099-0414 紋別郡遠軽町南町３丁目３番地の３ 01584-2-2464 稲田清掃舎 紋別郡遠軽町南町３丁目３番地の３ 01584-2-2464

浄保６１第１５号 平成25年1月17日 平成28年1月16日 株式会社　エース・クリーン 中井　英治 090-0001 北見市小泉７６１番地１２ 0157-22-0700 （株）エース・クリーン 北見市小泉７６１番地１２ 0157-22-0700

浄保６１第１６号 平成25年1月17日 平成28年1月16日 有限会社　訓子府運送社 伹野　正美 099-1402 常呂郡訓子府町字穂波６７番地の３４ 0157-47-2559 （有）訓子府運送社 常呂郡訓子府町字穂波６７番地の３４ 0157-47-2559

浄保６１第４３号 平成25年2月7日 平成28年2月6日 有限会社　丸瀬布清掃 小谷  和子 099-0204 紋別郡遠軽町丸瀬布西町６番地 0158-47-2508 （有）丸瀬布清掃 紋別郡遠軽町丸瀬布西町６番地 0158-47-2508

浄保９第１５号 平成25年2月9日 平成28年2月8日 株式会社　クリタス 小川　満 171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目１１番２２号 03-3590-0301 北海道支店北見営業所 北見市並木町１８２番地 0157-69-6699

浄保６１第５０号 平成25年2月19日 平成28年2月18日 株式会社　網走衛生センター 小堀　彰 099-2421 網走市字呼人１７４番地の８ 0152-48-2021 （株）網走衛生センター 網走市字呼人１７４番地の８ 0152-48-2021

浄保６１第４９号 平成25年2月21日 平成28年2月20日 道東地方環境整備興発　株式会社 笹谷　稔 093-0046 網走市新町３丁目１４６番地３ 0152-44-6393 道東地方環境整備興発（株） 網走市新町３丁目１４６番地３ 0152-44-6393

浄保２４第１１号 平成25年3月29日 平成28年3月28日 有限会社　セイケン 箭内　源久 093-0210 北見市常呂町字常呂５８８番地の７ 0152-54-1206 有限会社　セイケン事業所 北見市末広町３４８－１８ 0157-23-3385

浄保２５第１号 平成25年4月22日 平成28年4月21日 株式会社　三和建設 河原　隆 098-1600 紋別郡興部町字興部６５５番地 0158-82-2118 株式会社　三和建設 紋別郡興部町字興部６５５番地 0158-82-2118

浄保７第１８号 平成25年5月24日 平成28年5月23日 有限会社　吉田設備工業 吉田　隆一 099-6414 紋別郡湧別町錦町１７９番地 01586-5-2115 （有）吉田設備工業 紋別郡湧別町錦町１７９番地 01586-5-2115

浄保１０第４号 平成25年7月15日 平成27年7月14日 雄武自工　有限会社 佐藤　光一 098-1702 紋別郡雄武町字雄武１１３４番地 0158-84-2248 雄武自工（有） 紋別郡雄武町字雄武１１３４番地 0158-84-2248

浄保１９第１０号 平成25年9月26日 平成28年9月25日 有限会社　道環 小堀　剛 099-2421 網走市字呼人１７４番地の８ 0152-48-2699 (有)道環 網走市字呼人１７４番地の８ 0152-48-2699

浄保１第２７号 平成25年12月26日 平成28年12月25日 企業組合　サンアイ 奥田　泉 099-2321 網走郡大空町女満別西１条５丁目２番９号 0152-74-3447 企業組合サンアイ 網走郡大空町女満別西１条５丁目２番９号 0152-74-3447

浄保７第２８号 平成26年3月28日 平成29年3月27日 有限会社　ｶﾈﾊﾁ樫村設備工業 樫村　初雄 099-4404 斜里郡清里町字江南２１番地 0152-25-3377 （有）ｶﾈﾊﾁ樫村設備工業 斜里郡清里町字江南２１番地 0152-25-3377

浄保１６第１７号 平成26年3月29日 平成29年3月28日 株式会社　藤井建設 藤井　登 099-2311 網走郡大空町女満別東1条5丁目2番2号 0152-74-2315 ㈱藤井建設 網走郡大空町女満別東1条5丁目2番2号 0152-74-2315

浄保１７第２号 平成26年4月13日 平成29年4月12日 株式会社　清水建設 清水　靖則 092-0225 網走郡津別町字共和５１番地２ 0152-76-2672 （株）清水建設 網走郡津別町字共和５１番地２ 0152-76-2672

浄保６２第１４号 平成26年4月15日 平成29年4月14日 カナザワ工業　株式会社 金澤　務 090-0826 北見市末広町１６３番地２８ 0157-31-2555 カナザワ工業株式会社 北見市末広町１６３番地２８ 0157-31-2555
浄保８第５号 平成23年4月21日 平成26年4月20日 株式会社　タカノ 髙野　峰人 081-0221 河東郡鹿追町栄町1丁目14番地１ 0156-66-2342 （株）タカノ 河東郡鹿追町栄町1丁目14番地１ 0156-66-2342

浄保２３第１号 平成23年6月9日 平成26年6月8日 荏原環境プラント　株式会社 市原　昭 144-0022 東京都大田区羽田旭町１１番１号 03-6275-8600 荏原環境プラント株式会社帯広管理事務所 帯広市西２４条北４丁目１－５　くりりんセンター内 0155-37-8520

浄保１１第２号 平成23年6月21日 平成26年6月20日 有限会社　豊永工業 田村　裕徳 083-0001 中川郡池田町字旭町５丁目１番地の１０ 01557-2-3447 有限会社　豊永工業 中川郡池田町字旭町５丁目１番地の１０ 01557-2-3447

浄保２３第５号 平成23年7月6日 平成26年7月5日 北越　曉 081-0033 上川郡新得町西３条南４丁目４８番地 0156-64-6184 北越設備 上川郡新得町西３条南４丁目４８番地 0156-64-6184

浄保２０第２号 平成23年8月1日 平成26年7月31日 有限会社　恩田設備工業所 恩田　祐吉 089-2155 広尾郡大樹町緑町６番地１３ 01558-6-2278 有限会社　恩田設備工業所 広尾郡大樹町緑町６番地１３ 01558-6-2278

浄保１４第１０号 平成23年8月19日 平成26年8月18日 有限会社　昭和熱器工業 森田　進 089-1310 河西郡中札内村大通北６丁目１１番地 0155-67-2361 有限会社 昭和熱器工業 河西郡中札内村大通北６丁目１１番地 0155-67-2361

浄保２０第５号 平成23年8月29日 平成26年8月28日 株式会社　アース技研 佐藤　隆司 080-0106 河東郡音更町東通２０丁目２番地９ 0155-45-4181 株式会社　アース技研 河東郡音更町東通２０丁目２番地９ 0155-45-4181

浄保２０第６号 平成23年9月5日 平成26年9月4日 株式会社　塚田設備工業 塚田　浩貴 080-1408 河東郡上士幌町字上士幌東二線２３５番 01564-2-3031 株式会社　塚田設備工業 河東郡上士幌町字上士幌東二線２３５番 01564-2-3031

浄保８第１４号 平成23年9月12日 平成26年9月11日 有限会社　錦産業 貝森　司 089-0542 中川郡幕別町札内春日町９３番地の１４ 0155-56-4410 （有）錦産業 中川郡幕別町札内春日町９３番地の１４ 0155-56-4410

浄保１７第１１号 平成23年9月16日 平成26年9月15日 ラクト工業　株式会社 遊佐　友紀 080-1189 河東郡士幌町字中士幌西２線８１番地３４ 01564-7-4232 ラクト工業株式会社　音更事業所 河東郡音更町字東音更西２線３４番地９ 0155-43-2541

浄保２３第９号 平成23年9月21日 平成26年9月20日 株式会社　かんきょう 小林　勲 082-0031 河西郡芽室町西１条南３丁目２番地１２ 0155-62-0123 株式会社　かんきょう 河西郡芽室町西１条南３丁目２番地１２ 0155-62-0123

浄保１７第１２号 平成23年9月22日 平成26年9月21日 有限会社　フィート 大澤　一雄 080-0802 帯広市東２条南２１丁目１２番地１ 0155-20-2810 有限会社　フィート 帯広市東２条南２１丁目１２番地１ 0155-20-2810

浄保５第１７号 平成23年10月18日 平成26年10月17日 士幌運輸　有限会社 仁科　弘 080-1200 河東郡士幌町字士幌西２線１３８番地１９ 01564-5-2456 士幌運輸　有限会社 河東郡士幌町字士幌西２線１３８番地１９ 01564-5-2456

浄保８第１７号 平成23年10月18日 平成26年10月17日 有限会社　佐々木工務店 佐々木　和男 081-0201 河東郡鹿追町新町１丁目８３番地 0156-66-2232 有限会社　佐々木工務店 河東郡鹿追町新町１丁目８３番地 0156-66-2232

浄保１１第１０号 平成23年12月2日 平成26年12月1日 株式会社　ヒューエンス 設樂　守良 080-0802 勇払郡占冠村字中央４７番地３８ 0167-39-8922 （株）ヒューエンス 帯広支店 帯広市東４条南１３丁目１９番地 0155-27-0011

浄保１１第１２号 平成23年12月24日 平成26年12月23日 有限会社　大樹清掃社 小川　和馬 089-2138 広尾郡大樹町柏木町１１番地１５ 01558-6-2444 有限会社　大樹清掃社 広尾郡大樹町柏木町１１番地１５ 01558-6-2444

浄保１４第１６号 平成24年1月30日 平成27年1月29日 有限会社　音更環境管理センター 畠山　千津子 080-0318 河東郡音更町緑陽台南区２１番地５ 0155-30-6000 （有）音更環境管理センター 河東郡音更町緑陽台南区２１番地５ 0155-30-6000

浄保５第２５号 平成24年2月25日 平成27年2月24日 環境整備工業　株式会社 薄井　政雄 080-0026 帯広市西１６条南４丁目２番１２号 0155-34-6654 環境整備工業　株式会社 帯広市西１６条南４丁目２番１２号 0155-34-6654

浄保１４第１９号 平成24年3月4日 平成27年3月3日 サンテクノ　株式会社 兼子　賢 080-2463 帯広市西２３条北２丁目１７番１０号 0155-37-1811 サンテクノ株式会社　帯広本社 帯広市西２３条北２丁目１７番１０号 0155-37-1811

浄保１４第２１号 平成24年3月10日 平成27年3月9日 株式会社　北海清掃社 髙橋　健藏 080-2460 帯広市西２０条北４丁目６番地１ 0155-37-2226 株式会社北海清掃社 帯広市西２０条北４丁目６番地１ 0155-37-2226

浄保１４第２２号 平成24年3月11日 平成27年3月10日 クリーン開発　株式会社 後藤田　直樹 080-2463 帯広市西２３条北１丁目１番１６号 0155-37-4060 クリーン開発株式会社 芽室営業所 河西郡芽室町東１１条１０丁目１－２９ 0155-62-9038

浄保１４第２３号 平成24年3月17日 平成27年3月16日 株式会社　宮間工業 宮間　三郎 082-0011 河西郡芽室町東１条５丁目９番地 0155-62-2238 株式会社　宮間工業 河西郡芽室町東１条５丁目９番地 0155-62-2238

浄保１４第２７号 平成24年3月20日 平成27年3月19日 株式会社　カイハツ 佐藤　友一 080-0311 河東郡音更町南鈴蘭北５丁目１０番地１１ 0155-31-0045 株式会社　カイハツ 河東郡音更町南鈴蘭北５丁目１０番地１１ 0155-31-0045

浄保１４第２８号 平成24年4月8日 平成27年4月7日 株式会社　アクト 内海　洋 080-2471 帯広市西２１条南４丁目２１番地５ 0155-41-4510 株式会社　アクト 帯広市西２１条南４丁目２１番地５ 0155-41-4510

浄保２１第１号 平成24年4月10日 平成27年4月9日 有限会社　玉屋 丸田　明弘 080-0802 帯広市東２条南６丁目１番地 0155-22-8886 有限会社　玉屋 帯広市東２条南６丁目１番地 0155-22-8886

浄保１５第３号 平成24年4月25日 平成27年4月24日 篠原　聖法 089-3282 中川郡本別町勇足元町１６番地１３ 0156-23-2228 篠原衛生センター 中川郡本別町勇足元町１６番地１３ 0156-23-2228

浄保１５第５号 平成24年6月4日 平成27年6月3日 株式会社　ウインクリン 杉山　力夫 080-2463 帯広市西２３条北４丁目６番地５ 0155-38-8088 十勝リサイクルプラザ事業所 帯広市西２３丁目北４丁目６番地５ 0155-38-8088

浄保６第２号 平成24年6月15日 平成27年6月14日 紺野建設　株式会社 紺野　宏 089-0111 上川郡清水町南３条８丁目１番地 0156-62-2362 紺野建設（株） 上川郡清水町南３条８丁目１番地 0156-62-2362

浄保１２第１０号 平成24年9月7日 平成27年9月6日 水ｉｎｇ　株式会社 水谷　重夫 108-0075 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9000 大樹管理事務所 大樹町暁町７番地 大樹下水終末処理場内 01558-6-2170

浄保９第１０号 平成24年9月10日 平成27年9月9日 三進工業　株式会社 三寺　健 083-0021 中川郡池田町西１条８丁目４３番地の１ 01557-2-3810 三進工業（株） 中川郡池田町西１条８丁目４３番地の１ 01557-2-3810

浄保３第８号 平成24年9月13日 平成27年9月12日 西十勝浄化　株式会社 池戸　清子 089-0136 上川郡清水町本通９丁目１９番地 01566-2-5839 西十勝浄化（株） 上川郡清水町本通９丁目１９番地 01566-2-5839

浄保１２第１３号 平成24年9月26日 平成27年9月25日 ナカムラ技建　株式会社 中村　幸寛 089-0543 中川郡幕別町札内中央町５３２番地 0155-56-2253 ナカムラ技建株式会社 中川郡幕別町札内中央町５３２番地 0155-56-2253

浄保１２第１４号 平成24年10月11日 平成27年10月10日 有限会社　八恵清掃社 山崎　靖範 080-0318 河東郡音更町緑陽台南区８番地 0155-31-3157 （有）八恵清掃社 河東郡音更町緑陽台南区８番地 0155-31-3157

浄保６０第５０号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 有限会社　山田産業 山田　和裕 089-1310 河西郡中札内村大通北７丁目６０番地 0155-67-2830 （有）山田産業 帯広市南町南７線２７番地 0155-48-4439

浄保６０第５７号 平成24年12月9日 平成27年12月8日 株式会社　道東工社 上光　明秀 080-0019 帯広市西９条南１６丁目４番地３ 0155-22-1200 （株）道東工社 帯広市西９条南１６丁目４番地３ 0155-22-1200

浄保６０第９３号 平成24年12月17日 平成27年12月16日 株式会社　カンキョウ 根本　健 081-0038 上川郡新得町字新得東１線３２番地８ 0156-64-5613 （株）カンキョウ 上川郡新得町字新得東１線３２番地８ 0156-64-5613

浄保１８第１６号 平成24年12月22日 平成27年12月21日 株式会社　エスクリーン 杉村　　聡 089-2106 広尾郡大樹町字下大樹１７６番地３９ 01558-9-6330 (株)エスクリーン 広尾郡大樹町字日方149番地 01558-9-6330

浄保１８第１８号 平成24年12月26日 平成27年12月25日 有限会社　原工業 原　　正満 089-0621 中川郡幕別町相川576番地 0155-54-2235 (有)原工業 中川郡幕別町相川576番地 0155-54-2235

浄保６０第１４３号 平成24年12月26日 平成27年12月25日 有限会社　十勝清掃管理センター 上野　俊紀 080-0811 帯広市東１１条南９丁目１番地 0155-24-9735 （有）十勝清掃管理センター 帯広市東１１条南９丁目１番地 0155-24-9735

浄保６０第１４８号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　データベース 金　俊和 060-0807 札幌市北区北７条西５丁目８番５号 011-726-7661 道東支社 帯広市西１２条北５丁目４番４９号 0155-36-3183

浄保６０第１５０号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　北海道エコシス 近藤　誠勝 080-2464 帯広市西２４条北４丁目５番地の４ 0155-37-3766 （株）北海道エコシス 帯広市西２４条北４丁目５番地の４ 0155-37-3766

浄保６０第１５１号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 有限会社　帯広清掃工務店 駒込　智機 080-0841 帯広市緑ケ丘１条通３丁目７番地 0155-24-1955 （有）帯広清掃工務店 帯広市緑ケ丘１条通３丁目７番地 0155-24-1955

浄保６０第１６８号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 有限会社　広尾衛生社 石塚　敏幸 089-2611 広尾郡広尾町西１条２丁目７番地 01558-2-2222 （有）広尾衛生社 広尾郡広尾町西１条２丁目７番地 01558-2-2222

浄保１２第１８号 平成25年1月11日 平成28年1月10日 株式会社　森砂利工業 森　洋 089-1723 中川郡幕別町忠類幸町３８０番地１４ 01558-8-2627 （株）森砂利工業 中川郡幕別町忠類幸町３８０番地１４ 01558-8-2627

浄保６１第２３号 平成25年1月25日 平成28年1月24日 有限会社　足寄清掃 大山　敏 089-3733 足寄郡足寄町西町９丁目１番地の６６ 0156-25-2211 （有）足寄清掃 足寄郡足寄町西町９丁目１番地の６６ 0156-25-2211
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浄保６１第４４号 平成25年2月4日 平成28年2月3日 株式会社　ネクスコ・エンジニアリング北海道 馬場　敦美 003-0005 札幌市白石区東札幌５条４丁目３番２０号 011-842-3200 帯広道路事務所 河東郡音更町字音更西２線7-3 0155-42-3201

浄保１５第１３号 平成25年2月9日 平成28年2月8日 株式会社　松山工業 松山  悟 082-0030 河西郡芽室町本通４丁目２番地 0155-62-2247 (株) 松山工業 河西郡芽室町本通４丁目２番地 0155-62-2247

浄保１２第１９号 平成25年2月15日 平成28年2月14日 有限会社　涌井住設 涌井　真喜男 089-3314 中川郡本別町南４丁目１６６番地４ 0156-22-2245 （有）涌井住設 中川郡本別町南４丁目１６６番地４ 0156-22-2245

浄保１２第２２号 平成25年2月21日 平成28年2月20日 鈴蘭ビルサービス　株式会社 坂本　夕樹 080-0312 河東郡音更町南鈴蘭南2丁目4番地 0155-32-3800 鈴蘭ビルサービス(株) 河東郡音更町南鈴蘭南2丁目4番地 0155-32-3800

浄保２１第１０号 平成25年3月2日 平成28年3月1日 大成技研工業　株式会社 山口　正孝 080-2469 帯広市西１９条南４丁目２４番地１７号 090-3776-5300 大成技研工業　株式会社 帯広市西１９条南４丁目２４番地１７号 090-3776-5300

浄保２４第１０号 平成25年3月15日 平成28年3月14日 有限会社　幕別設備工業 伏屋　隆一 089-0621 中川郡幕別町相川576番地の1 0155-54-2909 有限会社　幕別設備工業 中川郡幕別町相川576番地の1 0155-54-2909

浄保１３第８号 平成25年5月30日 平成28年5月29日 一成技建　有限会社 岡田　義行 089-0614 中川郡幕別町緑町５０番地 0155-54-3396 一成技建　有限会社 中川郡幕別町緑町５０番地 0155-54-3396

浄保１６第７号 平成25年6月29日 平成28年6月28日 石﨑設備工業　株式会社 菅原　辰雄 082-0015 河西郡芽室町東５条１丁目３番地 0155-62-2543 石﨑設備工業（株） 河西郡芽室町東５条１丁目３番地 0155-62-2543

浄保１０第６号 平成25年7月31日 平成28年7月30日 門工業　株式会社 澁佐　信一 089-5311 中川郡豊頃町茂岩新和町１０３番地 0155-74-2775 門工業（株） 中川郡豊頃町茂岩新和町１０３番地 0155-74-2775

浄保７第８号 平成25年8月3日 平成28年8月2日 株式会社　更別企業 為廣　正彦 089-1502 河西郡更別村字更別南１線９６番地５７ 0155-52-3183 （株）更別企業 河西郡更別村字更別南１線９６番地５７ 0155-52-3183

浄保１０第１２号 平成25年10月14日 平成28年10月13日 小針　豊 080-0344 河東郡音更町字万年西１線４１番地 0155-42-5415 クリーンライフ音更 河東郡音更町字万年西１線４１番地 0155-42-5415

浄保１９第１１号 平成25年11月5日 平成28年11月4日 有限会社　森本商会 森本　憲司 089-1709 中川郡幕別町忠類幸町１７番地 01558-8-2039 （有）森本商会 中川郡幕別町忠類幸町１７番地 01558-8-2039

浄保１０第２２号 平成25年12月28日 平成28年12月27日 株式会社　清流メンテナンス 生島　達之助 564-0062 大阪府吹田市垂水町３丁目５番９号 06-6389-7141 （株）清流メンテナンス帯広営業所 帯広市西４条南５丁目２番地２ 0155-26-1966

浄保１３第１７号 平成26年2月4日 平成29年2月3日 株式会社　北海道アルファ 米山　豊 089-2127 広尾郡大樹町字振別１４５番地の６ 01558-6-3288 (株)北海道アルファ 広尾郡大樹町字振別１４５番地の６ 01558-6-3288

浄保２２第１０号 平成26年3月9日 平成29年3月8日 有限会社　足寄水道サービス 瀬下　正寿 089-3702 足寄郡足寄町北２条３丁目７番地 0156-25-3380 (有)足寄水道サービス 足寄郡足寄町北２条３丁目７番地 0156-25-3380

浄保１９第１７号 平成26年3月11日 平成29年3月10日 オダッシュ事業協同組合 植村　高愛 081-0001 上川郡新得町１条北１丁目２番地 0156-64-5011 オダッシュ事業協同組合 上川郡新得町１条北１丁目２番地 0156-64-5011

浄保４第２４号 平成26年3月11日 平成29年3月10日 有限会社　陸別公清社 星　典伸 089-4312 足寄郡陸別町字陸別原野基線３２７番地２６ 0156-27-2287 （有）陸別公清社 足寄郡陸別町字陸別原野基線３２７番地２６ 0156-27-2287

浄保１６第１６号 平成26年3月29日 平成29年3月28日 株式会社　桑野建設 桑野　秀基 089-3152 中川郡池田町字高島５９番地 015-573-2123 ㈱桑野建設 中川郡池田町字高島５９番地 015-573-2123

浄保１７第１号 平成26年4月8日 平成29年4月7日 株式会社　浦幌設備 柴田　茂治 089-5621 十勝郡浦幌町字北町６番地５９ 015-576-2807 （株）浦幌設備 十勝郡浦幌町字北町６番地５９ 015-576-2807
浄保８第３号 平成23年4月26日 平成26年4月25日 カンエイ実業　株式会社 坂下　修 064-0807 札幌市中央区南７条西５丁目２８９番地５４ 011-511-7878 カンエイ実業（株）釧路営業所 釧路市若松町２番１６号 0154-25-6560

浄保６０第８１号 平成24年12月16日 平成27年12月15日 株式会社　共立 阿部　聡 085-0005 釧路市松浦町１１番３号 0154-22-0808 （株）共立 釧路市松浦町１１番３号 0154-22-0808

浄保６０第８３号 平成24年12月16日 平成27年12月15日 エイケン工業　株式会社 貝　裕司 088-0621 釧路郡釧路町桂木５丁目１８番地 0154-37-1211 エイケン工業（株） 釧路郡釧路町桂木５丁目１８番地 0154-37-1211

浄保６０第８５号 平成24年12月16日 平成27年12月15日 株式会社　北日本技術コンサル 宮田　壽郎 062-0922 札幌市豊平区中の島２条３丁目１番３号 011-821-9311 釧路支店 釧路市新栄町１７番１号 0154-25-5771

浄保６０第８７号 平成24年12月16日 平成27年12月15日 有限会社　厚岸清掃社 西田　哲己 088-1125 厚岸郡厚岸町白浜４丁目１１番地 0153-52-4574 （有）厚岸清掃社 厚岸郡厚岸町白浜４丁目１１番地 0153-52-4574

浄保６０第９０号 平成24年12月17日 平成27年12月16日 有限会社　服部水道工務店 保里　秀一 088-3201 川上郡弟子屈町摩周１丁目２番１号 015-482-1066 （有）服部水道工務店 川上郡弟子屈町摩周１丁目２番１号 015-482-1066

浄保３第１６号 平成24年12月18日 平成27年12月17日 有限会社　阿寒クリーン社 柴木　元恵 085-0211 釧路市阿寒町下舌辛１１線５１番地１１ 0154-66-2859 （有）阿寒クリーン社 釧路市阿寒町下舌辛１１線５１番地１１ 0154-66-2859

浄保６０第１１２号 平成24年12月18日 平成27年12月17日 松尾建設工業　株式会社 松尾　國重 085-0061 釧路市芦野２丁目１９番７号 0154-38-6191 松尾建設工業（株） 釧路郡釧路町わらび３丁目４６番地 0154-40-2131

浄保６０第９５号 平成24年12月18日 平成27年12月17日 株式会社　釧路厚生社 福田　雅嘉 084-0925 釧路市新野41番地の1 0154-40-2983 （株）釧路厚生社 釧路郡釧路町別保原野２１線４６番地２０ 0154-40-2983

浄保６０第９６号 平成24年12月18日 平成27年12月17日 吉村衛生工機　株式会社 阿部　聡 085-0033 釧路市若松町１６番１１号 0154-32-0995 吉村衛生工機（株） 釧路市若松町１６番１１号 0154-32-0995

浄保６０第９７号 平成24年12月18日 平成27年12月17日 有限会社　天野建設工業 室内　敏夫 084-0916 釧路市大楽毛西1丁目5番3号 0154-57-5414 （有）天野建設工業 釧路市大楽毛西1丁目5番3号 0154-57-5414

浄保６０第９８号 平成24年12月18日 平成27年12月17日 釧路衛星　株式会社 斎藤　和子 088-0606 釧路郡釧路町中央３丁目５０番地 0154-40-3232 釧路衛星（株） 釧路郡釧路町中央３丁目５０番地 0154-40-3232

浄保６０第１６６号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 有限会社　泉衛生舎 佐藤　和人 088-0302 白糠郡白糠町東２条南２丁目４番地２ 01547-2-2333 （有）泉衛生舎 白糠郡白糠町東２条南２丁目４番地２ 01547-2-2333

浄保６１第１７号 平成25年1月21日 平成28年1月20日 有限会社　標茶衛生社 山本　孝司 088-2304 川上郡標茶町平和２丁目４０番地 015-485-2227 （有）標茶衛生社 川上郡標茶町平和２丁目４０番地 015-485-2227

浄保３第２４号 平成25年1月28日 平成28年1月27日 音別衛生　有限会社 荻原　秀一 088-0123 釧路市音別町川東１丁目１８０番地 01547-6-3670 音別衛生（有） 釧路市音別町川東１丁目１８０番地 01547-6-3670

浄保１０第２号 平成25年6月8日 平成28年6月7日 クボタ環境サービス　株式会社 岩部　秀樹 111-0036 東京都台東区松が谷１丁目３番５号 03-3847-3800 標茶町ＧＳ事業所 川上郡標茶町桜１３丁目３８ 015-485-1808

浄保１３第１２号 平成25年8月10日 平成28年8月9日 有限会社　霧多布清掃社 小松　克也 088-1551 厚岸郡浜中町霧多布西１条２丁目６８番地 0153-62-2301 （有）霧多布清掃社 厚岸郡浜中町霧多布西１条２丁目６８番地 0153-62-2301

浄保１６第１０号 平成25年10月4日 平成28年10月3日 浅野環境ソリューション 株式会社 島　卓司 111-0041 東京都台東区元浅草２丁目６番６号 03-5827-7051 浜中事業所 厚岸郡浜中町霧多布東１条１丁目５５番地 0153-62-5900

浄保１６第１１号 平成25年12月22日 平成28年12月21日 有限会社　丸高産業 村岡　幸雄 088-3221 川上郡弟子屈町字鐺別原野４３線西３６番地４ 01548-2-4129 （有）丸高産業 川上郡弟子屈町字鐺別原野４３線西３６番地４ 01548-2-4129

浄保２５第５号 平成26年2月18日 平成29年2月17日 株式会社永昌工業 中村　祐司 川上郡標茶町平和８丁目２３番地 015-485-3650 株式会社永昌工業 川上郡標茶町平和８丁目２３番地 015-485-3650
浄保２３第６号 平成23年7月22日 平成26年7月21日 環境サービス有限会社 出口　亮 086-1654 標津郡標津町南４条東１丁目１番１０号 0153-82-1403 環境サービス(有) 標津郡標津町南４条東１丁目１番１０号 0153-82-1403

浄保８第１６号 平成23年9月29日 平成26年9月28日 株式会社　竹崎工業 竹崎　修一 088-2576 野付郡別海町西春別駅前錦町２００番地 0153-77-2144 株式会社　竹崎工業 野付郡別海町西春別駅前錦町２００番地 0153-77-2144

浄保５第２９号 平成24年3月17日 平成27年3月16日 有限会社　北方産業 小室　輝雄 086-1036 標津郡中標津町東３６条南１丁目１番地２ 01537-2-3186 有限会社　北方産業 標津郡中標津町東３６条南１丁目１番地２ 01537-2-3186

浄保１８第２号 平成24年4月25日 平成27年4月24日 日沼建設　株式会社 日沼　誠治 087-0024 根室市宝林町４丁目４０５番地２ 0153-24-3244 日沼建設（株） 根室市宝林町４丁目４０５番地２ 0153-24-3244

浄保１２第８号 平成24年8月8日 平成27年8月7日 佐藤　雅子 086-0204 野付郡別海町別海118番地110 01537-5-2869 道東浄化 野付郡別海町別海118番地110 01537-5-2869

浄保９第９号 平成24年8月29日 平成27年8月28日 畠沢ほっけん　株式会社 畠澤　憲二 086-0214 野付郡別海町別海緑町６７番地の２ 01537-5-2423 畠沢ほっけん（株） 野付郡別海町別海緑町６７番地の２ 01537-5-2423

浄保１２第１０号 平成24年9月7日 平成27年9月6日 水ｉｎｇ　株式会社 水谷　重夫 108-0075 東京都港区港南一丁目７番１８号 03-6830-9000 中標津管理事務所 中標津町東３５条北６丁目１ 中標津下水終末処理場内 01537-3-5144

浄保６第９号 平成24年10月17日 平成27年10月16日 根室清掃　有限会社 太磨　修 087-0031 根室市月岡町１丁目１５番地 01532-3-4261 根室清掃（有） 根室市月岡町１丁目１５番地 01532-3-4261

浄保２１第８号 平成24年11月2日 平成27年11月1日 根室清掃企業組合 河田　薫 087-0004 根室市光洋町２丁目１２番１９号 0153-24-3553 根室清掃企業組合 根室市光洋町２丁目１２番１９号 0153-24-3553

浄保６０第１６４号 平成24年12月27日 平成27年12月26日 株式会社　ウォーターエージェンシー 榊原　秀明 162-0813 東京都新宿区東五軒町３番２５号 03-3267-4001 北海道事務所別海事業所 野付郡別海町別海１４３－１３ 0153-75-0464
浄保１８第２０号 平成25年3月6日 平成28年3月5日 有限会社　細谷設備 細谷　　明 088-2682 標津郡中標津町計根別本通東5丁目20番地1 0153-78-2626 (有)細谷設備 標津郡中標津町計根別本通東5丁目20番地1 0153-78-2626
浄保１３第７号 平成25年5月22日 平成28年5月21日 株式会社　三和設備工業 門馬　一也 086-1125 標津郡中標津町西５条北４丁目５番地 0153-72-1548 （株）三和設備工業 標津郡中標津町西５条北４丁目５番地 0153-72-1548

浄保１９第８号 平成25年9月3日 平成28年9月2日 グリーンマネジメント　有限会社 藤本　隆司 086-1655 標津郡標津町南５条西１丁目１番１０号 0153-82-3641 グリーンマネジメント(有) 野付郡別海町別海宮舞町２４７番地 0153-82-3641

浄保１０第１１号 平成25年9月22日 平成28年9月21日 株式会社　高橋工業 髙橋　宗靖 086-0653 野付郡別海町中春別西町６番地 01537-6-2046 （株）高橋工業 野付郡別海町中春別西町６番地 01537-6-2046

浄保１０第１７号 平成25年12月1日 平成28年11月30日 協和建設工業　株式会社 沖野　康之 086-0202 野付郡別海町別海旭町１３１番地 0153-75-2240 協和建設工業（株） 野付郡別海町別海旭町１３１番地 0153-75-2240

浄保６１第７６号 平成25年12月8日 平成28年12月7日 渡邊清掃　株式会社 藤本　隆司 086-0201 野付郡別海町別海宮舞町２４７番地 0153-75-2861 渡邊清掃（株） 野付郡別海町別海宮舞町２４７番地 0153-75-2861

浄保１０第２０号 平成25年12月24日 平成28年12月23日 中島　実 086-0201 野付郡別海町別海宮舞町７６番地 0153-75-2847 中島電器商会設備工事部 野付郡別海町別海旭町１４番地 0153-75-2513

浄保１第２９号 平成26年1月17日 平成29年1月16日 有限会社　羅臼清掃社 石橋　謙治 086-1834 目梨郡羅臼町礼文町５８番地１ 0153-87-2653 （有）羅臼清掃社 目梨郡羅臼町礼文町５８番地１ 0153-87-2653

浄保２２第８号 平成26年2月9日 平成29年2月8日 西井　嵩 086-1069 標津郡中標津町東２９条北７丁目３ 0153-79-2115 中標津浄化槽センター 標津郡中標津町東２９条北７丁目３ 0153-79-2115

浄保１０第２５号 平成26年3月4日 平成29年3月3日 有限会社　大水工業 蝦名　銀男 086-1834 目梨郡羅臼町礼文町１６９番地２６ 0153-87-2762 （有）大水工業 目梨郡羅臼町礼文町１６９番地２６ 0153-87-2762

浄保７第２３号 平成26年3月11日 平成29年3月10日 有限会社　福家設備工業 福家　彰 086-1831 目梨郡羅臼町富士見町１番地２ 0153-87-2554 （有）福家設備工業 目梨郡羅臼町富士見町１番地２ 0153-87-2554

浄保１３第１８号 平成26年3月22日 平成29年3月21日 有限会社　開陽ガス 藤原　悦朗 087-0025 根室市西浜町３丁目７６番地１ 0153-24-1588 （有）開陽ガス 根室市西浜町３丁目７６番地１ 0153-24-1588

釧路総合振興局

根室振興局

十勝総合振興局


