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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）

渡島 えねこーぷ エネコープ㈱ 札幌市北区篠路２条７丁目５番１号 011-776-3183 本社電話に同じ H24.12.11 H29.12.10 00120169842 発酵・メタンガス化：油,残,糞

渡島 かもめしょうこう ㈲かもめ商興 山越郡長万部町字静狩２２２番地 01377-6-2314 本社電話に同じ H24.7.18 H29.7.3 00140048275
破砕：紙,木,繊,陶,が
破砕・選別：紙,陶

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

渡島 かんきょうびそう ㈲環境美装 北斗市野崎５２番地 0138-73-0055 本社電話に同じ H25.7.22 H30.7.7 00120128875 破砕：プ,金,陶

渡島
かんきょうほぜんさー
びす

㈱環境保全サービス 茅部郡森町駒ヶ岳２３０番地１３ 01374-5-2888 本社電話に同じ H23.6.7 H28.5.1 00120127251
破砕：プ,紙,木,繊,金,陶,が
破砕・選別：紙,陶
ＲＤＦ製造：プ,紙,木

渡島 けいえむしりょう ㈱ケイエム飼料 北斗市七重浜１丁目２番１号 0138-48-2650 本社電話に同じ H24.6.5 H29.5.14 00120135106 飼料の製造(脱脂・乾燥)：残

渡島 こうさんこうぎょう 弘産工業㈱ 二海郡八雲町末広町１０３番地 0137-62-4110 01376-8-2750 H25.2.6 H30.2.5 00140030609 破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

渡島
こまいじゃりはんばい
じょ

㈲駒井砂利販売所 函館市石川町９５番地の３ 0138-46-2459 本社電話に同じ H22.7.25 H27.7.24 00120033936 破砕：陶,が

渡島 さいとうぐみ ㈱斉藤組 函館市中道１丁目３０番２５号 0138-53-8023 0138-77-7390 H24.11.6 H29.11.5 00120081992 破砕：木,陶,が

渡島
さんきょうきかいけん
せつ

三協機械建設㈱ 松前郡松前町字月島１８８番地 0139-42-2029 本社電話に同じ H24.8.20 H29.8.19 00120047930 破砕：が

渡島
じー・いー・しすてむ
ず

ジー・イー・システムズ㈱ 亀田郡七飯町緑町２丁目９番４１号 0138-64-0506 0138-67-4311 H23.8.3 H28.8.2 00120123759 乾燥・肥料製造：糞

渡島 だいいちせいそう ㈲第一清掃 二海郡八雲町末広町１１３番地の２ 01376-2-2904 本社電話に同じ H25.9.26 H30.9.25 00120008415 天日乾燥：汚

渡島 たいへいようせめんと 太平洋セメント㈱ 東京都港区台場二丁目３番５号 03-5531-7333 0138-73-2111 H25.10.11 H30.9.30 00120007084

焼却：汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,
固,ゴ,糞
焼成：燃,汚,金,陶,鉱,ば,⑬
混合セメントの製造（混合）：燃,
ば
ポルトランドセメントの製造（混
合粉砕（鉱さい））

渡島 たじましょくさん ㈲田島殖産 北斗市昭和１丁目１番５号 0138-73-0118 本社電話に同じ H23.11.10 H28.10.22 00140043613
破砕：木,が
破砕・選別：紙,陶

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

渡島
つしまさいせきこう
ぎょう

㈲つしま砕石工業 函館市桔梗町６０番地１５ 0138-49-0031 0138-65-1734 H22.8.12 H27.7.24 00120008118 破砕：木,陶,が

渡島 つばめこうぎょう ツバメ工業㈱ 二海郡八雲町本町２２０番地２ 0137-63-2132 0137-64-3589 H25.9.14 H30.9.13 00120008416 破砕：が

渡島 優 てづかさんぎょう ㈱手塚産業 上磯郡木古内町字瓜谷１２２番地 01392-2-4740 本社電話に同じ H26.11.19 H33.10.4 00120081223 破砕：陶,が

渡島 どひけんきこうぎょう ㈱土肥建機興業 函館市美原三丁目６番２号 0138-46-6212 本社電話に同じ H26.2.18 H31.2.13 00120134905 破砕：陶,が

渡島
ななえりさいくるせん
たー

㈱七飯リサイクルセンター 亀田郡七飯町字峠下６７２番地１ 0138-64-3200 本社電話に同じ H22.8.10 H27.8.9 00120156008 破砕・選別：紙,陶

渡島 なりたしょうかい ㈲成田商会 茅部郡森町字赤井川１９７番地１ 01374-5-2288 本社電話に同じ H22.9.23 H27.9.5 00120121489
破砕：プ,金,陶
溶融：プ

渡島 にほんこうぼう 日本公防㈱ 北斗市七重浜１丁目８番１号 0138-49-7153 本社電話に同じ H22.3.25 H27.3.14 00120004450

破砕：プ,紙,木,繊,金,陶
分離：油,汚
圧縮：金,プ
脱水：汚
圧縮・梱包：紙
破砕・選別：紙,陶

渡島 ほくえい ㈲北栄 二海郡八雲町野田生７２番地８ 01376-6-2021 本社電話に同じ H26.2.13 H31.1.14 00120108914 焼成・破砕：残(貝殻)

渡島 ほくねんしょうじ ㈲ほくねん商事 函館市宝来町３３番６号 0138-22-3863 本社電話に同じ H24.9.19 H29.9.18 00120037967 破砕：プ

渡島
ほっかいどうすからっ
ぷ

㈱北海道スカラップ 茅部郡鹿部町字宮浜４０８番地 011-551-8811 01372-7-5566 H24.11.27 H29.10.29 00120137188 乾燥・破砕：残

渡島
ほっかいどうどうなん
ちくさんじぎょうきょう
どうくみあい

北海道道南畜産事業協同組
合

茅部郡森町字姫川１２０番地２８ 01374-2-7071 本社電話に同じ H26.7.27 H31.7.26 00120112758 肉骨粉の製造：固,体,残

処分業（20150331）
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渡島 まるきょうしょうじ ㈲丸協商事 北斗市向野２８３番地４１ 0138-77-1500 本社電話に同じ H24.6.15 H29.4.26 00120047127 破砕：木,が

渡島 まるこうさんぎょう ㈱丸興産業 上磯郡知内町字上雷３番地の２ 01392-5-6632 本社電話に同じ H26.10.22 H31.8.11 00140009423

焼却：紙,木,繊,残
破砕：プ,木,残,陶,が
破砕・溶融：プ
破砕・選別：紙,陶
堆肥の製造：残,糞

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

渡島 みらいかんきょう 未来環境㈱ 北斗市柳沢４０７番地１７ 0138-73-1668 本社電話に同じ H24.12.19 H29.12.18 00120139692
肥料の製造：汚,油,酸,残,固,糞,
体

渡島 めたるずはこだて ㈱メタルズ函館 茅部郡森町字駒ヶ岳４３５番地 01374-5-2263 本社電話に同じ H21.12.25 H26.12.24 00120152470 破砕・選別：プ,金,陶

渡島 もりこうぎょう ㈱森興業 山越郡長万部町字長万部４０２番地 01377-2-3378 本社電話に同じ H24.5.18 H29.5.5 00130047190 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

渡島
やくもちょうばいおさ
いくるきょうどうくみあ
い

八雲町バイオサイクル協同
組合

二海郡八雲町内浦町１５５番地３ 0137-62-3101 0137-63-2255 H22.3.30 H27.3.29 00120153826 肥料の製造：汚,残

渡島
やすおかけんせつこ
うぎょう

安岡建設工業㈱ 松前郡福島町字三岳１９５番地の７ 0139-47-3344 本社電話に同じ H24.10.22 H29.10.21 00120004206 破砕：陶,が

渡島 やまもとぐみ ㈱山本組 山越郡長万部町字長万部１８２番地 01377-2-2160 本社電話に同じ H23.9.29 H28.9.28 00120162106 発酵減容：汚,残

処分業（20150331）


