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十勝 あーすぎけん ㈱アース技研 河東郡音更町東通２０丁目２番地９ 0155-45-4181 本社電話に同じ H25.6.3 H30.6.2 00120141392 肥料製造：汚

十勝
あいざわじゅうきけん
せつこうぎょう

相澤重機建設工業㈲ 帯広市西１１条南２４丁目９ 0155-22-6590 本社電話に同じ H24.4.19 H29.4.18 00120019007 破砕：が

十勝 あいだこうぎょう ㈱アイダ工業
河東郡上士幌町字上士幌東２線２９０番
地

01564-2-3141
01564-2-3141
0155-59-2136
0155-35-2225

H22.5.29 H27.5.28 00120069936 破砕：が

十勝 あおいりさいくる 葵リサイクル㈱ 河西郡芽室町東芽室基線１１番地７ 0155-62-8111 本社電話に同じ H25.2.22 H30.2.18 00120141092 破砕：木

十勝 あおきこうぎょう ㈲青木工業 広尾郡広尾町紅葉通南３丁目３番地４ 01558-2-6251 本社電話に同じ H24.1.21 H29.1.20 00120042368 破砕：木,陶,が

十勝 あさいけんざい ㈲浅井建材 中川郡幕別町札内青葉町３１０番地の６ 0155-56-3141 本社電話に同じ H25.7.15 H30.7.14 00120054875
破砕：が
炭化：木

十勝 あさくらあっそう ㈲浅倉圧送 河東郡音更町新通２丁目５番地４ 0155-42-4469 本社電話に同じ H23.4.6 H28.4.5 00120126573 固化：汚(廃生ｺﾝｸﾘｰﾄに限る。)

十勝
あさひがおかちょう
じゅえん

㈲旭ケ丘農場長寿園 河東郡音更町木野西通１２丁目６番地 0155-31-2644
0155-31-2644
0155-22-7141
0155-46-2500

H26.5.20 H31.5.19 00140018452
破砕：木
肥料の製造：糞

埋立：プ,金,陶,が

十勝 あすりー アスリー㈱ 河東郡音更町大通４丁目２番地２２
0155-42ｰ2001
0155-42-2007
090-2697-6440

0155-42ｰ2001
090-2697-6440

H26.3.11 H31.3.10 00120174984 破砕：木

十勝 いがらしこうぎょう 五十嵐興業㈱ 中川郡幕別町忠類幸町１０４番地１ 01558-8-2359 本社電話に同じ H22.11.19 H27.11.18 00140146690 破砕：プ,木,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

十勝 いけしたさんぎょう 池下産業㈱ 広尾郡広尾町字茂寄９３６番地の１ 01558-2-5471 本社電話に同じ H23.12.17 H28.12.16 00120044819
肥料の製造：汚,残
破砕：残

十勝
いしのこんくりーとこう
ぎょう

石野コンクリート工業㈱ 中川郡幕別町字依田５４５番地３ 0155-56-3999 本社電話に同じ H26.8.21 H31.8.10 00120150330 固化：汚(廃生ｺﾝｸﾘｰﾄに限る。)

十勝 いわさ ㈱岩佐 帯広市西２０条南５丁目２４番２号 0155-33-4581
0155-33-4581
0155-33-9099

H23.3.1 H28.2.29 00120037644
破砕：プ,木,繊,が
破砕・分離：紙,陶

十勝 🏠 いわのしょうじ ㈲岩野商事
中川郡幕別町札内みずほ町３２６番地２
９

0155-55-6711 本社電話に同じ H25.12.3 H27.9.25 00120114711

剥離・選別：プ(廃電線),金(廃電
線)
圧縮・切断：プ,金
破砕：陶

十勝 うぃんくりん ㈱ウィンクリン 帯広市西２３条北４丁目６番地５ 0155-38-8088 本社電話に同じ H25.11.19 H30.11.18 00120107444

破砕：プ,木,紙,繊,陶　
　　
　　
ＲＰＦの製造(圧縮・整形：プ,紙,
木,繊　破砕：プ,紙,木,繊)　
ペレットの製造(溶融・圧縮・成
形：プ　破砕：プ)

十勝 うすいじゅうき ㈲臼井重機 広尾郡広尾町野塚１０線３２番地 01558-2-5722 本社電話に同じ H26.12.25 H31.10.4 00120040864
破砕：木,陶,が
破砕・分離：紙,陶

十勝 うっどぷらんず ㈲ウッドプランズ 帯広市西２３条南１丁目１３３番地５ 0155-67-8962 本社電話に同じ H25.8.9 H30.8.5 00120143864 破砕：木

十勝 えこくりーん ㈱エコクリーン 河西郡芽室町西士狩北８線３４番地２ 0155-62-8267 本社電話に同じ H26.8.27 H31.8.26 00140150441
破砕：プ,木
破砕・分離：紙,陶

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

十勝
えこしすてむじぎょう
きょうどうくみあい

エコシステム事業協同組合 帯広市東４条南１４丁目６番地 0155-27-4115

0155-27-4115
01557-6-2677
0155-54-2103
0155-54-2614
01558-2-2639
01558-5-2091
01562-7-2340
01557-4-2880
01558-6-2388

H26.12.17 H31.12.16 00120066213 破砕：木

十勝
えぬてぃーりさいくる
ふぁーむ

㈱NTリサイクルファーム 帯広市川西町基線５４番地７ 0155-59-2454 本社電話に同じ H24.4.10 H29.3.26 00120129074 肥料製造：汚,残,糞

十勝 えふりーど ㈱エフリード 広尾郡大樹町仲通２７番地 01558-6-2474
01558-6-2474
01558-6-2248

H22.9.1 H27.8.31 00120028718 破砕：が

十勝 えるばほっかいどう ㈱エルバ北海道 帯広市西２３条北４丁目１番地２７ 0155-38-8011 本社電話に同じ H26.7.4 H31.5.11 00120109770 圧縮：プ,金,陶
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十勝 おおぐちじゃり ㈲大口砂利 帯広市東１条北１丁目４番地 0155-24-6012
0155-24-6012
0155-37-4438

H22.6.5 H27.6.4 00120063266 破砕：が

十勝 おおひらかつとし ㈱コントラサービス
河東郡上士幌町字居辺東１８線２５９番
地５

01564-2-5314 本社電話に同じ H25.7.14 H30.7.13 00140142113 破砕：プ,木,ゴ 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

十勝
おがわけんせつこう
ぎょう

小川建設工業㈱ 中川郡本別町上本別１０番地３ 0156-22-2661

0156-25-7171
（美里別）
0156-26-9988
（芽登）

H26.11.26 H31.11.25 00140115133 破砕：プ,木,繊,ゴ,が
埋立：燃,汚,油,プ,紙,
木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
鉱,が,体,ば,⑬

十勝
おとふけうんゆこう
ぎょう

音更運輸工業㈱ 河東郡音更町木野大通西５丁目２番地３ 0155-31-4611
0155-42-3111
0155-42-4356

H26.6.24 H31.5.29 00120018252 破砕：木,が

十勝
おとふけかんきょうか
んりせんたー

㈲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 本社電話に同じ H26.12.9 H31.12.1 00120060646 圧縮・梱包：プ

十勝 かとうけんせつ 加藤建設㈱ 中川郡幕別町忠類白銀町２００番地 01558-8-2011 本社電話に同じ H26.3.30 H31.3.29 00130040668 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

十勝
かまだけんせつこう
ぎょう

鎌田建設工業㈱ 中川郡本別町共栄２３番地５ 01562-2-4011 本社電話に同じ H22.2.15 H27.2.14 00120065509 破砕：木,が

十勝
かみしほろなまこんく
りーと

上士幌生コンクリート㈱
河東郡上士幌町字上士幌東２線２１７番
地７

01564-2-2711 本社電話に同じ H24.4.18 H29.4.17 00120134549 固化：汚(廃生ｺﾝｸﾘｰﾄに限る。)

十勝
かわいろーだーけん
せつ

河井ローダー建設㈱ 帯広市西２４条北２丁目５番地５８ 0155-37-7900
0156-63-2331
0155-62-9330
015-574-3611

H24.12.6 H29.12.5 00120100433
破砕：木
炭化：木

十勝 かんきよう ㈱カンキヨウ 上川郡新得町字新得東１線３２番地８ 01566-4-5613
0155-23ｰ5613
01556-6-3302
01566-2-4583

H25.7.8 H29.12.5 00120004502
肥料の製造：汚,残,糞
脱水：汚
天日乾燥：汚

十勝 かんたく ㈱環拓 十勝郡浦幌町字共栄１０１番地 015-576-5056 本社電話に同じ H25.6.7 H30.5.28 00120142682 破砕：プ,木,が

十勝 くまがいこうぎょう ㈱熊谷興業 帯広市西２３条南１丁目３５番地 0155-64-4127 本社電話に同じ H24.6.28 H29.6.14 00120131610
破砕：木
肥料製造：木

十勝 くりーんかいはつ クリーン開発㈱ 帯広市西２３条北１丁目１番１６号 0155-37-4060
0155-62-9038
01566-2-3188
01564-9-2385

H26.8.2 H31.8.1 00120032406

脱水：汚
肥料の製造：汚(有機性汚泥に
限る。),残,糞
分級・脱水：汚(無機性汚泥に限
る。)

十勝 ぐりーんこうぎょう ㈲グリーン興業 中川郡幕別町字千住２２３番地２ 0155-56-2968
0155-56-2968
0155-56-7666

H26.9.29 H31.8.11 00140063476 破砕：木,が,プ 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

十勝 こうえいこうぎょう ㈱光栄工業
河東郡上士幌町字上士幌東２線２２６番
地

01564-2-3425 本社電話に同じ H23.8.29 H28.8.28 00120036621
破砕：プ,木,金,陶,が
圧縮梱包：紙
再生アスファルトの製造(陶(アス

十勝 さとうじゅうき ㈲佐藤重機 中川郡本別町向陽町５５番地 0156-22-5768 本社電話に同じ H27.1.30 H32.1.17 00120140685 肥料製造：汚,残,糞

十勝
さほろちくさんじぎょう
きょうどうくみあい

サホロ畜産事業協同組合 上川郡新得町字上佐幌西３線４９番地２ 01566-4-4447 本社電話に同じ H26.4.28 H31.4.27 00120110948 肉骨粉・油脂の製造：固,残,体

十勝
さやまけんせつこう
ぎょう

佐山建設工業㈱ 中川郡幕別町字明野２１４番地の２ 0155-54-3843 本社電話に同じ H22.6.23 H27.6.22 00120019009 破砕：陶,が

十勝 さらべつきぎょう ㈱更別企業 河西郡更別村字更別南１線９６番地５７ 0155-52-3183 0155-57-2323 H25.4.28 H30.4.27 00120074980
堆肥化：汚,油(動植物性),残,糞
ディーゼル燃料の製造：油(動植
物性)

十勝 さんえいぼくじょう 農事法人組合サンエイ牧場 広尾郡大樹町字日方５番地１ 01558-7-7382 本社電話に同じ H24.9.25 H29.9.24 00120168098
肥料及びバイオガスの製造：酸
(廃牛乳),ア(廃牛乳),糞

十勝
さんえーふれっしゅこ
うぎょう

㈲サンエーフレッシュ工業 河東郡音更町東通２０丁目２番地８ 0155-42-1578 本社電話に同じ H23.6.29 H28.6.28 00120077930
破砕・分離：紙,陶
破砕：が

十勝 さんてくの サンテクノ㈱ 帯広市西２３条北２丁目１７番１０号 0155-37-1811
0155-62-8170
0155-42-2730

H25.2.28 H30.2.27 00120102272 肥料の製造：汚,残

十勝 さんわこうぎょう 三和鑛業㈲ 帯広市西５条南９丁目２番地１５ 0155-23-3319
0155-23-3319
0155-62-1130

H25.12.27 H30.12.23 00120012167 破砕：陶,が

十勝 しほろうんゆ 士幌運輸㈲
河東郡士幌町字士幌西２線１３８番地１
９

01564-5-2456 － H25.9.30 H30.9.29 00120047130
肥料及びバイオガスの製造：汚
(有機性),油(動植物性),酸(廃牛
乳),糞

十勝
しみずあさひやまがく
えん

社会福祉法人清水旭山学園 上川郡清水町字旭山南８線５８番地１ 0156-63-2134 0156-63-3003 H23.10.26 H28.10.25 00120131067

再生プラスチック製ペレットの製
造(破砕・圧縮・成型)：プ
破砕：プ
圧縮梱包：プ

処分業（20150331）
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十勝 すずけんこうぎょう ㈱鈴建興業 帯広市西１６条北２丁目２４番１６号 0155-35-3321
0155-35-3321
0155-62-7737

H26.4.9 H31.4.8 00120018445
破砕：プ,木,陶,が
破砕・分離：紙,陶

十勝
たいきけんせつこう
ぎょう

大樹建設工業㈱ 広尾郡大樹町寿通２丁目１８番地 01558-6-3171
01558-6-3171
090-3112-3284

H26.5.12 H31.5.10 00120061149 破砕：が

十勝 たいきこうぎょう タイキ工業㈱
帯広市西１条南２９丁目１７番地１レオパ
レスＴＡＩＫＩ－Ⅰ－１１１号

0155-22-3431
0155-22-3431
0155-56-2448

H26.5.31 H31.5.30 00120017398 破砕：陶,が

十勝
たいきなまこんくりー
と

大樹生コンクリート㈱ 広尾郡大樹町寿通２丁目１８番地 01558-6-3171 本社電話に同じ H25.7.22 H30.7.21 00120143718 固化：汚(廃生ｺﾝｸﾘｰﾄに限る。)

十勝 だいげんこうぎょう 大玄工業㈱ 帯広市西１９条南１丁目７番地３３ 0155-33-0111 0155-54-2020 H27.1.20 H32.1.19 00140181641

脱水：汚　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　破砕：プ､木､が　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　破砕・減
容：プ　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　圧縮・梱包：プ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　圧縮：
金

十勝
だいしんぎけんこう
ぎょう

大心技研工業㈱ 上川郡清水町字清水基線４７番地 01566-2-5122 本社電話に同じ H24.2.14 H29.2.13 00120018073

破砕：木,が　
　　
　　
　　
破砕・分離：紙,陶

十勝 だいしんなまこん 大進生コン㈱ 帯広市西５条南９丁目２番地１５ 0155-25-0870
0155-25-0870
01566-6-3131

H23.3.7 H28.3.6 00120037281 破砕：陶,が

十勝 たいせいしりょう タイセイ飼料㈱
河東郡音更町字下士幌北２線東２９番地
５

0155-31-3731 本社電話に同じ H25.12.24 H30.12.2 00120107165 飼料の製造：残

十勝 たいへいようれみこん 太平洋レミコン㈱ 釧路市末広町６丁目１番地 0154-31-2000 0155-64-4123 H24.4.21 H29.4.20 00120134900 固化：汚(廃生ｺﾝｸﾘｰﾄに限る。)

十勝
たかしまこんくりーとこ
うぎょう

高嶋コンクリート工業㈱ 河西郡芽室町芽室北１線１８番地 0155-62-3970 本社電話に同じ H25.9.10 H30.9.9 00120008425
破砕：陶,が
固化：汚(廃生ｺﾝｸﾘｰﾄに限る。)

十勝 たかはしぐみ ㈱高橋組 足寄郡陸別町字陸別基線３１１番地５ 01562-7-2340
01562-7-2340
01557-4-2880

H26.11.4 H31.10.19 00120061150 破砕：が

十勝 たかはししょうじ ㈲高橋商事 帯広市大通南１６丁目２０番地 0155-25-0063 本社電話に同じ H27.1.16 H32.1.15 00120027003 破砕：プ

十勝
たなかけんざいこう
ぎょう

㈲田中建材工業
河東郡上士幌町字上士幌東３線２３４番
地

01564-2-2643
01564-2-2643
01564-2-4009

H26.12.24 H31.8.10 00140019998 破砕：木,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

十勝 🏠 たなべ ㈲タナベ 帯広市西２３条北４丁目１番地２ 0155-67-1123 本社電話に同じ H26.12.26 H31.12.9 00120054479
破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
圧縮：金
切断・圧縮：金

十勝
ちだけんせつこうぎょ
う

㈱千田建設工業 中川郡本別町新町２４番地６ 01562-2-4667 本社電話に同じ H24.8.26 H29.8.25 00120038796 破砕：陶,が

十勝 てぃーわい ㈱ティー・ワイ 河西郡更別村字更別１９２番地５２ 0155-52-3528
0155-52-3528
090-3395-4651

H23.11.22 H28.11.21 00140044042 破砕：プ,木,陶,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

十勝 でぃすぽ ㈱ＤＩＳＰＯ． 帯広市西２０条北４丁目２番地 0155-38-8855 本社電話に同じ H23.6.29 H27.4.26 00120117563

焼却：燃,汚,油,ア,プ,紙,木,繊,残,
ゴ,金,陶
乾燥：汚,酸(廃乳及び廃飲料に
限る。),ア(廃乳及び廃飲料に限
る。)
中和：酸,ア
破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,陶
飼料製造：残

十勝 てらしましょうさん ㈱寺嶋商産 広尾郡大樹町字晩成２１０番地 01558-7-8107 本社電話に同じ H24.11.28 H29.11.27 00120065102
炭化：木
破砕：木

十勝 どうえいうんゆ ㈱道栄運輸 河東郡鹿追町西町３丁目３番地 01566-6-2988 本社電話に同じ H26.6.28 H31.6.27 00120019240
破砕：木,が
炭化：木

十勝 どうとうこうぎょう 道東興業㈱ 帯広市東１条南２３丁目８番地 0155-24-2573
0155-24-2573
0155-37-2369

H23.10.25 H28.10.24 00120080840 破砕：陶,が

十勝 どうとうこんくりーと 道東コンクリート㈱ 足寄郡足寄町北４条１丁目１４番地 0156-25-3113 本社電話に同じ H24.4.19 H29.4.10 00120134741 固化：汚(廃生ｺﾝｸﾘｰﾄに限る。)

処分業（20150331）

http://www.tanabe-recycle.com/
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HP 読み 処理業者 本社住所 本社電話 営業所等電話 許可年月日 有効年月日 許可番号 事業の範囲（中間） 事業の範囲（最終）

十勝 とかちこうゆ ㈲とかち興油 帯広市西１３条南１２丁目３番地２ 0155-25-0808
0155-25-0808
0155-57-2624
01582-4-1493

H25.4.18 H30.4.13 00120000984
再生油の製造(油水分離)：油
切断・分離：油,プ,金(自動車用ｵ
ｲﾙﾌｨﾙﾀｰに限る。)

十勝
とかちせいそうかんり
せんたー

㈲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

0155-24-9735
01557-2-2020
0155-54-2558
0155-31-4178

H25.12.17 H30.12.8 00120018906 破砕・圧縮減容：プ

十勝 とかちどうろ 十勝道路㈱ 帯広市東１条南２３丁目８番地 0155-25-5355
0155-25-5355
0155-37-3757
0155-54-3454

H25.9.1 H30.8.31 00120005725 破砕：が

十勝
とかちとよにしこんく
りーとせいひん

十勝豊西コンクリート製品㈱ 帯広市豊西町基線１１番地 0155-59-2244 本社電話に同じ H24.8.23 H29.8.2 00120136743 固化：汚(廃生ｺﾝｸﾘｰﾄに限る。)

十勝
とかちのうぎょうきょう
どうくみあいれんごう
かい

十勝農業協同組合連合会 帯広市西３条南７丁目１４番地 0155-24-2130
0155-24-2130
0155-69-4121

H26.4.16 H31.4.15 00120110449 肉骨粉・油脂の製造：固,残,体

十勝
とかちぶっさんはんば
い

十勝物産販売㈲ 帯広市西１６条北１丁目２７番地の４４ 0155-41-2210
0155-41-2210
01564-5-5185

H22.7.6 H27.7.5 00120004853 破砕：木,が

十勝 とかちほっぐふぁーむ
農事組合法人十勝ホッグ
ファーム

河西郡中札内村元札内東１線４１４番地
２

0155-69-4141 本社電話に同じ H26.3.4 H31.2.18 00120145578
肥料の製造：糞
バイオガスの製造：糞

十勝 とかちりさいくる ㈲十勝リサイクル 河西郡中札内村東戸蔦東５線１５５番地 0155-68-3547
0155-68-3547
0154-52-3201

H23.11.28 H28.11.27 00120044211
油水分離：油
切断分離：油,プ,金(ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ)

十勝 とかぷち トカプチ㈱ 河西郡更別村字更南南４線西１０番地２ 0155-56-2809 0155-62-7891 H22.9.17 H27.9.16 00120156329 肥料の製造：残,糞

十勝 とびうちうんゆ ㈲飛内運輸 上川郡新得町字新得東１線３５番地 0155-61-5710 本社電話に同じ H22.12.24 H27.11.23 00120084226 飼料の製造：残

十勝 ながいこうぎょう 永井工業㈱ 河西郡中札内村大通南６丁目１４番地 0155-67-2231 本社電話に同じ H22.11.28 H27.11.27 00120105832 破砕：が,陶

十勝 なかおみつあき 中尾　光昭 十勝郡浦幌町字宝町５３番地の８ 015-576-2071 本社電話に同じ H24.7.4 H29.6.19 00130048078 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

十勝 なかさつないうんゆ ㈲中札内運輸 河西郡中札内村大通南１丁目２６番地 0155-67-2031 本社電話に同じ H26.8.20 H31.6.29 00140019228
破砕：プ,が,木
炭化：木

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

十勝
なかじまきかいせん
たー

㈲中島機械センター 河西郡中札内村東１条南２丁目１４番地 0155-67-2211 本社電話に同じ H23.9.22 H28.9.22 00120162366 肥料製造：汚,残,糞

十勝 なかじまこうぎょう 中島興業㈱ 中川郡豊頃町農野牛２４番地 015-574-2938 本社電話に同じ H22.5.3 H27.5.2 00140018914 破砕：木,プ,陶,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

十勝 🏠
なかにしじどうしゃしょ
うかい

㈲中西自動車商会 帯広市西１８条南３６丁目２番地４ 0155-49-2855 本社電話に同じ H25.6.6 H30.6.4 00120051306 破砕：プ

十勝 にっきょううんゆ ㈱日協運輸 帯広市西１９条南１丁目７番地３３ 0155-33-0123 本社電話に同じ H22.11.1 H27.10.31 00120018249
破砕：プ,木,が
破砕・分離：紙,陶

十勝 にっしょうぼくじょう 農事法人日昭牧場 広尾郡大樹町字日方331番地 01558-6-3321 本社電話に同じ H26.1.22 H31.1.21 00120175060
肥料及びバイオガスの製造：酸
(廃牛乳),ア(廃牛乳),糞

十勝 にっしょうれみこん 日勝レミコン㈱ 広尾郡広尾町茂寄南３線３０番地 01558-2-2175 本社電話に同じ H25.5.14 H30.5.13 00120134548 固化：汚(廃生ｺﾝｸﾘｰﾄに限る。)

十勝
のざきじゅうきけんせ
つこうぎょう

㈲野崎重機建設興業 帯広市西２１条南２丁目４３番１８号 0155-33-7510 本社電話に同じ H25.2.18 H29.12.26 00120050097
破砕：プ,木,が
破砕・分離：紙,陶

十勝
のだぐみじゃりさいせ
きこうぎょう

㈱野田組砂利砕石工業 中川郡本別町上本別８番地１１ 0156-22-3080 本社電話に同じ H22.6.23 H27.6.22 00120063266 破砕：陶,が

十勝 はましたゆういち 濱下　優一 足寄郡足寄町稲牛１３番地の５ 0156-29-7105 本社電話に同じ H25.3.11 H30.2.28 00120141066 肥料製造：汚

十勝 ひしだか ㈱ヒシダカ 帯広市西１２条南１４丁目１番地２９ 0155-24-6860
0155-24-6860
0155-61-2336

H24.12.17 H29.10.14 00120056161
破砕：プ,陶(ｺﾝｸﾘｰﾄくずに限
る。),が

十勝
ひらたけんせつこう
ぎょう

ヒラタ建設興業㈱ 上川郡清水町北３条西６丁目１４番地１ 01566-2-4001
01566-2-4001
0155-36-0085

H26.5.27 H31.5.26 00140018074 破砕：木,陶,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

十勝
ふなとかいはつこう
ぎょう

㈱舩戸開発工業 河西郡中札内村西１条北８丁目１０番地 0155-67-2341 本社電話に同じ H24.7.18 H29.7.1 00120097412 肥料の製造：残,糞

十勝 ふるかわけんせつ 古川建設㈱ 上川郡新得町４条南５丁目５番地 0156-64-5252
0156-64-5327
0156-64-5252

H22.8.2 H27.8.1 00120028111 破砕：木,が

十勝 ほくえいうんゆ ㈱北栄運輸 十勝郡浦幌町字帯富１５２番地２ 015-576-2677 本社電話に同じ H24.3.29 H29.3.28 00120018911 破砕：プ,が

処分業（20150331）

http://www.challenge21.co.jp/index.php
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HP 読み 処理業者 本社住所 本社電話 営業所等電話 許可年月日 有効年月日 許可番号 事業の範囲（中間） 事業の範囲（最終）

十勝
ほくとうけんせつこう
ぎょう

北東建設工業㈱ 広尾郡大樹町字下大樹１８９番地９ 01558-6-4071 本社電話に同じ H24.3.27 H29.3.26 00140041033 破砕：プ,ゴ,木,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

十勝 ほくとうんゆ 北斗運輸㈱
河東郡士幌町字士幌西２線１５５番地の
７

01564-5-2112 本社電話に同じ H26.7.30 H31.7.29 00120054034 破砕：が,木

十勝 ほくどかいはつ ㈱北土開発 河西郡芽室町東６条１０丁目１番１ 0155-62-3121 本社電話に同じ H26.7.11 H31.6.15 00140019011
乾燥：汚,残
造粒固化：汚(ﾗｲﾑｹｰｷに限る。)
破砕：残

埋立：燃,汚

十勝 ほくようせいそうしゃ ㈱北洋清掃社 帯広市西２０条北４丁目５番地３ 0155-67-4200 本社電話に同じ H25.10.9 H30.10.8 00120168729 破砕：プ

十勝 ほくようどうろ 北洋道路㈱ 帯広市西３条北２丁目１９番地４ 0155-25-3851
0155-25-3851
01566-2-3455
01566-2-1901

H26.4.19 H31.4.18 00120016658 破砕：が

十勝 ほっかいどうあるふぁ ㈱北海道アルファ 広尾郡大樹町字振別１４５番地６ 01558-6-3288 本社電話に同じ H22.10.21 H27.10.20 00120053412
造粒固化：汚(無機性汚泥に限
る。)

十勝 ほっかいどうえこしす ㈱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
0155-37-3766
0155-66-7810

H22.11.25 H27.8.14 00140004834

焼却：燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,
プ,ゴ,金,陶
破砕：プ,ゴ,陶
脱水：汚,残,糞
中和：酸,ア
減容固化：プ
肥料の製造：汚,残
破砕・圧縮減容：プ
ディーゼル燃料の製造：油(廃食
用油に限る。)
切断・分離：油,プ,金(自動車用ｵ
ｲﾙﾌｨﾙﾀｰに限る。)
圧縮：金(２０Ｌ以下の金属容器
に限る。)

埋立：燃,汚,油(ター
ルピッチ類に限る。),
プ,紙,木,繊,残,プ,ゴ,
金,陶,鉱,が,糞,体,ば,
⑬

十勝 ほっかいどうさんゆう ㈱北海道山有 札幌市清田区北野６条１丁目５番１号 0155-63-7070 本社電話に同じ H23.5.16 H28.2.19 00120124604
肥料製造：汚,酸,ア,残,糞
培地の製造：燃,ば

十勝 ほっかいりくうん ㈲北海陸運 中川郡本別町上本別１０番地３ 01562-2-3358
01562-2-3358
01562-5-7171

H24.1.8 H29.1.7 00130045146 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

十勝
ほんべつこんくりーと
こうぎょう

本別コンクリート工業㈱ 中川郡本別町坂下町１８番地１ 0156-22-2223 本社電話に同じ H24.5.30 H29.5.29 00120135104 固化：汚(廃生ｺﾝｸﾘｰﾄに限る。)

十勝 まくべつこうぎょう 幕別興業㈱ 中川郡幕別町字明野２０４番地１３ 0155-54-2211
0155-54-2211
0155-54-6630

H23.10.6 H28.10.4 00120019010 破砕：陶,が

十勝 優 まてっく ㈱マテック 帯広市西２１条北１丁目３番２０号 0155-37-5511

0155-37-5511
0155-37-5001
0123-27-0808
011-873-0808
011-860-7000
0133-60-2000
0125-54-1101
0154-55-7788
0145-26-8800
0145-26-8880
0133-60-2277
0133-60-2000
011-231-7000

H26.2.20 H28.3.24 00140016404

破砕：紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が
破砕・分離：紙,陶,金,鉱(溶融ス
ラグに限る。)
破砕・選別：プ,紙,ゴ,金,陶
破砕・溶融：プ
圧縮：プ,紙,金,陶
ＲＰＦの製造(圧縮・成型)：プ,紙,
木
銀の回収(電気分解)：酸

埋立：燃,汚,油(ﾀｰ
ﾙ),紙,木,繊,鉱,ば,プ,
ゴ,金,陶,が,⑬

十勝 まやじゃりこうぎょう 眞屋砂利工業㈲ 河西郡芽室町東３条６丁目２番地 0155-62-2917 本社電話に同じ H25.5.20 H30.5.19 00120014026
破砕：木,陶,が
肥料製造：木

十勝 まるはちけいきんぞく マルハチ軽金属㈱ 帯広市西２１条北１丁目３番２０号 0155-37-6808
0155-37-6808
0155-37-5001

H24.5.19 H29.5.18 00120018061 破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
みなみとかちえいせ
いしゃ

㈲南十勝衛生社 広尾郡大樹町字下大樹６２番地の４ 01558-6-3189 本社電話に同じ H24.6.1 H29.5.31 00120042925
肥料の製造：汚,油(グリストラッ
プに混合する動植物性油に限
る。),酸(廃牛乳に限る。),残,糞

十勝 もりおかけんせつ ㈱森岡建設
河東郡上士幌町字上士幌東３線２３７番
地

01564-2-2079 本社電話に同じ H23.3.20 H28.3.19 00120126015 肥料製造：汚,糞

十勝 やまぐちこうさん 山口興産㈱ 帯広市西２条南３２丁目１９番地 0155-48-0088
0155-48-0088
0155-62-7878

H23.5.10 H28.5.9 00120022198 破砕：プ,陶,が

処分業（20150331）
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十勝 やまぐちじゅうき 山口重機㈲ 帯広市西５条南３３丁目１１番地 0155-48-2411 本社電話に同じ H23.5.29 H28.5.28 00140019105
破砕：プ,木,陶,が
破砕・分離：紙,陶

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

十勝 やまさと 合資会社山郷 河西郡芽室町西士狩北９線３０番地２ 0155-62-6910
0155-62-6910
0155-41-8410

H23.11.16 H28.11.15 00140081335 破砕：木,プ 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

処分業（20150331）


