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留萌 あかぬましょうかい ㈱赤沼商会 留萌市明元町６丁目８番地の１３ 0164-42-0870 本社電話に同じ H22.5.14 H27.5.13 00100154462 燃,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

留萌 いくるみじゅうき ㈱イクルミ重機 留萌市大字留萌村字幌糠１８４６番１１ 0164-46-1901 本社電話に同じ H25.7.15 H30.7.14 00100054983 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,ば

留萌 いばやし ㈱イバヤシ 留萌市末広町４丁目７番１５号 0164-42-0173 本社電話に同じ H26.5.17 H31.5.16 00110017801
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

有り

留萌
いまじょうじゅうきこう
ぎょう

㈲今城重機工業 留萌市千鳥町４丁目９６番地の９ 0164-43-9230 本社電話に同じ H25.4.9 H30.4.8 00100103071 燃,汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

留萌 えいせいこうしゃ ㈲衛生公社 留萌市沖見町３丁目１３２番地の３ 0164-42-1727 本社電話に同じ H26.5.28 H31.5.27 00110019014
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,ば,糞,体,⑬

有り

留萌 えんさいこうぎょう 遠砕工業㈱ 天塩郡遠別町字北浜７９番地 01632-7-2050 本社電話に同じ H24.10.17 H29.10.16 00110050546 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞 有り

留萌 えんべつとらっく ㈱遠別トラック 天塩郡遠別町字北浜１１４番地８ 01632-7-2150 本社電話に同じ H27.2.26 H32.2.25 00100021425 燃,汚,プ,木,金,が

留萌
おびらじどうしゃうん
ゆ

小平自動車運輸㈱ 留萌郡小平町字小平町４３３番地の１４ 0164-56-2301 本社電話に同じ H24.4.27 H29.4.26 00100046768 燃,汚,プ,木,金,陶,鉱,が

留萌
おびらせいそうこう
しゃ

㈲小平清掃公社 留萌郡小平町字小平町４８０番地 0164-56-2740 本社電話に同じ H23.10.17 H28.10.16 00110043104 燃,汚,プ,油,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が 有り

留萌 かいもりこうぎょう 貝森工業㈱ 留萌市住之江町１丁目３番地の１ 0164-42-1553 本社電話に同じ H26.4.21 H31.4.20 00110015749 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,ば 有り

留萌 かごしまけんせつ 鹿児島建設㈱
天塩郡天塩町新開通１０丁目２４０４番地
の１

01632-2-1185 本社電話に同じ H26.8.24 H31.8.23 00100150732 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,が

留萌
かんきょうえいせい
さーびす

㈲環境衛生サービス 留萌市潮静４丁目２９番地の１４ 0164-42-6613 本社電話に同じ H26.6.3 H31.6.2 00100019015 燃,汚,油,プ,紙,木,ゴ,金,陶,鉱,が

留萌 きたいちぐみ ㈱北一組 苫前郡羽幌町南大通５丁目３番地 0164-62-2166 本社電話に同じ H22.5.26 H27.5.25 00100030610 汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

留萌
きたにほんかんきょう
せいびせんたー

㈲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 本社電話に同じ H24.4.10 H29.4.9 00110046767
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

有り

留萌 きょうえい ㈱共栄 天塩郡遠別町字本町４丁目３番地 01632-7-2859 本社電話に同じ H22.10.26 H27.10.5 00110034389
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

有り

留萌
くどうせいそうじぎょう
しょ

㈲工藤清掃事業所 苫前郡羽幌町字朝日６５番地４ 0164-62-4654 本社電話に同じ H24.9.27 H29.9.26 00100099089 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

留萌 けいせいうんゆ ケイセイ運輸㈱ 留萌市港町１丁目３０番地 0164-42-8118 本社電話に同じ H26.6.10 H31.6.9 00100019227 燃,汚,プ,木,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

留萌 こうえいうんゆ 光栄運輸㈱ 留萌市東雲町１丁目６３番地の１ 0164-42-7111 本社電話に同じ H24.6.15 H29.5.21 00100135220
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

留萌 ごじるしあべじゃり ㈱五印阿部砂利 留萌市瀬越町６８番地 0164-42-0525 本社電話に同じ H22.10.26 H27.10.6 00100122230 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

留萌 こばやし ㈲コバヤシ 留萌市高砂町３丁目７番地６ 0164-43-1259 本社電話に同じ H22.12.10 H27.11.30 00110035629
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

有り

留萌 ささきけんせつうんゆ 佐々木建設運輸㈱ 増毛郡増毛町別苅１９９番地 0164-53-2401 本社電話に同じ H25.6.18 H30.5.30 00100003699 燃,汚,油,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が
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留萌 さなだうんゆ 真田運輸㈱ 留萌市東雲町２丁目１番地 0164-42-0840 本社電話に同じ H23.4.21 H28.3.28 00110038648
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬

有り

留萌 優
さんぎょうはいきぶつ
しょりせんたー

㈱産業廃棄物処理センター 留萌市住之江町１丁目２７番地 0164-42-1248 本社電話に同じ H20.9.25 H27.9.24 00110010596 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

留萌 しょさんべつうんゆ 初山別運輸㈲ 苫前郡初山別村字初山別９３番地 0164-67-2048 本社電話に同じ H25.5.15 H30.5.14 00100142625 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

留萌 しんこううんゆ 新興運輸㈱ 留萌市南町４丁目１２１番地の３ 0164-43-1029 本社電話に同じ H25.1.15 H30.1.14 00100101565
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

留萌 しんせい ㈱新星 天塩郡天塩町字川口８４１０番地 01632-2-3380 本社電話に同じ H22.11.5 H27.10.17 00100122632 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,体

留萌
しんせいけんせつうん
ゆ

伸成建設運輸㈱ 天塩郡遠別町字北浜９５番地７ 01632-7-3611 本社電話に同じ H22.8.9 H27.8.8 00100032584 汚,紙,木,繊,金,陶,が

留萌 せいのけんせつ ㈱清野建設 増毛郡増毛町南畠中町３丁目１６４番地 0164-53-1622 本社電話に同じ H26.3.29 H31.3.28 00100016735 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

留萌 せごしぐみ ㈱瀬越組 天塩郡天塩町字更岸１１２６番地の２１ 01632-2-1277 本社電話に同じ H26.11.29 H31.11.28 00100025889 汚,プ,木,金,陶,が

留萌 だいこくうんゆ 大黒運輸㈱ 苫前郡羽幌町字汐見３５４番地２ 0164-62-2668 本社電話に同じ H23.1.15 H28.1.14 00100158227 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

留萌
たけうちじゅうきうん
ゆ

㈲竹内重機運輸 苫前郡羽幌町寿町２５５番地の２ 0164-62-1491 本社電話に同じ H23.5.27 H28.5.20 00100040018
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体

留萌 たけしょう ㈱タケショウ 留萌市東雲町１丁目６９番地の１６ 0164-42-3377 0164-43-7667 H25.4.16 H30.4.15 00100142081 燃,汚,油,プ,紙,繊,金,陶,が

留萌 たなかきかいりーす ㈲田中機械リース
留萌市大字留萌村字留萌原野１８線７番
地

0164-43-2916 本社電話に同じ H22.8.26 H27.7.25 00100071351 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

留萌 てぃーえすこうえい ㈲ティー・エス広栄 苫前郡羽幌町南大通４丁目１６番地の２ 0164-62-2018 本社電話に同じ H24.8.22 H29.8.21 00100098378 燃,汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

留萌 てうりこがたうんゆ 天売小型運輸㈲ 苫前郡羽幌町大字天売字和浦８２番地 01648-3-5116 本社電話に同じ H25.1.8 H30.1.7 00100140155 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

留萌 てしおのうざいうんゆ 天塩農材運輸㈱
天塩郡天塩町新開通１０丁目２４０４番地
の１

01632-2-1148 本社電話に同じ H26.8.24 H31.8.23 00100150733 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,が

留萌
どうほくえんがんかも
つじどうしゃ

道北沿岸貨物自動車㈱ 苫前郡羽幌町北町１５番地の２ 0164-62-2353 本社電話に同じ H22.6.6 H27.6.5 00100030970
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
体,ば,⑬

留萌 とうほくけんせつ ㈱東北建設 苫前郡苫前町字古丹別１６８番地の２ 0164-65-4151 本社電話に同じ H26.4.26 H31.4.25 00100177303 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,体

留萌 どうほくこうぎょう 道北興業㈱ 天塩郡遠別町字本町３丁目８２番地 01632-7-2216 本社電話に同じ H24.11.15 H29.11.14 00100100343
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,残,金,陶,が,
糞,体

留萌 どうほくどぼく ㈱道北土木 苫前郡羽幌町北３条２丁目１５番地 0164-62-1816 本社電話に同じ H23.10.9 H28.10.8 00100043105 汚,プ,木,金,陶,が

留萌
とままえかんきょうさ
んぎょう

苫前環境産業㈲ 苫前郡苫前町字栄浜１７５番地 0164-64-2939 本社電話に同じ H26.5.28 H31.5.27 00100016952 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

留萌 とままえじゃり ㈲苫前砂利 苫前郡羽幌町港町３丁目９番地 0164-62-1338 本社電話に同じ H23.4.28 H28.4.27 00100127123 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が
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留萌 とらんすぽーとましけ トランスポート増毛㈱ 留萌市南町２丁目５５番地 0164-42-5107 本社電話に同じ H22.6.8 H27.6.7 00100070397 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

留萌 優 ねおりさいくる ㈱ネオリサイクル 留萌市春日町２丁目４４番地１０ 0164-43-5401 本社電話に同じ H25.3.21 H32.3.4 00110053338
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,ば

有り

留萌 はたなかうんゆ ハタナカ運輸㈱ 留萌市船場町２丁目８番地 0164-43-0017 本社電話に同じ H25.8.24 H30.8.23 00100007280 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,糞

留萌
はぼろきざいこうぎょ
う

羽幌機材工業㈲ 苫前郡羽幌町北大通２丁目１１番地 0164-62-2081 本社電話に同じ H24.7.16 H29.7.15 00100097514 燃,汚,プ,木,繊,金,陶,が

留萌
はぼろちょうせいそう
しゃ

㈲羽幌町清掃社 苫前郡羽幌町北大通２丁目２０番地 0164-62-2356 本社電話に同じ H23.3.25 H28.3.12 00100038296 汚

留萌 はんざわ ㈲半澤 天塩郡遠別町字本町５丁目３番地５９ 01632-7-3748 本社電話に同じ H24.4.19 H29.4.18 00100084361 燃,汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

留萌 ほうしゅうけんせつ 萌州建設㈱ 留萌市開運町２丁目１番１号 0164-42-2255 本社電話に同じ H24.10.15 H29.10.1 00100138421
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば

留萌 ほくしんかもつ 北新貨物㈱ 留萌市開運町２丁目１番３１号 0164-42-0012 本社電話に同じ H22.8.29 H27.8.28 00100072103 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

留萌 ほっこうかもつうんゆ 北交貨物運輸㈱ 天塩郡遠別町字本町６丁目２６番地の２ 01632-7-3910 本社電話に同じ H22.6.1 H27.5.31 00100070049
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

留萌 ほっこうさんぎょう ㈱北交産業 留萌市堀川町３丁目７９番地 0164-42-1222 本社電話に同じ H23.4.12 H28.4.11 00100038869
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体

留萌 ほりぐちうんゆ 堀口運輸㈱ 留萌市末広町１丁目１番２８号 0164-42-5656 本社電話に同じ H23.9.5 H28.9.4 00100041480 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

留萌 ほりぐちぐみ ㈱堀口組 留萌市高砂町１丁目４番１５号 0164-42-1162 本社電話に同じ H23.3.8 H28.3.7 00100153719 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

留萌 ほりけんぎょう 堀建巧業㈱ 留萌市高砂町１丁目４番１５号 0164-43-5866 本社電話に同じ H23.5.8 H28.5.7 00100076682 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

留萌 ましけせいそう ㈲増毛清掃
増毛郡増毛町暑寒町５丁目１６６番地の
６

0164-53-2574 本社電話に同じ H23.3.25 H28.3.20 00100075668 燃,汚,油,プ,残,金,糞,体

留萌 まるこつうしょう ㈲まるこ通商 留萌郡小平町字臼谷１２５番地の１ 0164-59-1963 本社電話に同じ H25.8.8 H30.8.7 00100177327
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体,ば

留萌 まるたかけんせつ ㈱丸高建設 留萌市南町２丁目５０番地 0164-42-3309 本社電話に同じ H26.6.28 H31.6.27 00100019226 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,糞,体

留萌 まるとしさんぎょう ㈲丸敏産業 天塩郡天塩町字ウブシ５１１２番地の１ 01632-4-3335 本社電話に同じ H26.5.24 H31.5.23 00100111331 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

留萌
みずがみけんせつこ
うぎょうしょ

㈱水上建設工業所 苫前郡羽幌町南町２２番地 0164-62-2450 本社電話に同じ H22.10.5 H27.10.4 00100156896 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

留萌 めいく ㈱メイク 天塩郡天塩町海岸通り８丁目６５６番地 01632-2-1330 本社電話に同じ H23.9.25 H28.9.24 00100130578 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

留萌
もりたじどうしゃこう
ぎょう

㈱森田自動車工業 留萌市潮静２丁目４番地の１５ 0164-43-6017 本社電話に同じ H26.11.9 H31.11.8 00100114843 汚,油,プ,木,紙,繊,金,陶,が

留萌 やぎしりこがた ㈱焼尻小型 苫前郡羽幌町大字焼尻字東浜２３６番地 01648-2-3560 本社電話に同じ H25.2.20 H30.2.19 00100141065 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

収集運搬業（20150331）



振興
局

優良
事業者

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 積替保管

留萌
やまもとけんせつこう
ぎょう

山本建設工業㈱
北海道苫前郡苫前町字古丹別１７４番地
の４６

0164-65-3141 本社電話に同じ H27.3.7 H32.3.6 00100128559 汚,油,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

留萌 やまもとこうけん ヤマモト巧建㈱ 留萌郡小平町字小平町３７２番地の７ 0164-56-2011 本社電話に同じ H27.2.18 H32.2.17 00100067718 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

留萌 やまもとじゅうき ㈲山本重機 苫前郡羽幌町緑町６１番地の８ 0164-62-4497 本社電話に同じ H23.10.25 H28.10.24 00100162696 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば,⑬

留萌
よこみぞじゅうきさん
ぎょう

㈲横溝重機産業 天塩郡天塩町字オヌプナイ３７６番地の１ 01632-4-3457 本社電話に同じ H23.7.31 H28.7.30 00100078794 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

留萌
るもいちゅうぶどうろ
かんきょうじぎょうきょ
うどうくみあい

留萌中部道路環境事業協同
組合

苫前郡羽幌町南町２２番地 0164-62-2450 本社電話に同じ H22.10.27 H27.10.26 00100157240 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

留萌
るもいなんぶどうろか
んきょうじぎょうきょう
どうくみあい

留萌南部道路環境事業協同
組合

留萌郡小平町字小平町３７２番地の７ 0164-56-2011 本社電話に同じ H23.6.15 H28.6.14 00100128559 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

留萌
るもいほくぶどうろか
んきょうじぎょうきょう
どうくみあい

留萌北部道路環境事業協同
組合

天塩郡天塩町新開通１０丁目２４０４番地
の１

01632-2-1185 本社電話に同じ H26.7.8 H31.7.7 00100178428 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,が

留萌 わたなべこうぎょう 渡部工業㈱ 苫前郡苫前町字古丹別２５０番地１１ 0164-65-3055 本社電話に同じ H23.8.30 H28.8.29 00100161877 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

収集運搬業（20150331）


