
■東青地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

1 30-第 5号 R3.4.25 ㈱環境テクニカ
代表取締役
阿部　昌利

㈱環境テクニカ
青森支店

038-0004
青森市
富田3-16-31

017-761-5411
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

2 30-第 4号 R3.4.21 ケミカル浄化槽センター 佐藤　龍三 ケミカル浄化槽センター 038-1331
青森市
浪岡女鹿沢字西花岡12-18

0172-62-4957
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

3 30-第 6号 R3.5.12 ㈲東青浄化槽管理センター
代表取締役
亀田　貴子

㈲東青浄化槽管理センター
青森営業所

030-0931
青森市
平新田字森越70-21

017-726-4788
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

4 30-第24号 R4.3.2 大映産業㈱
代表取締役
笹原　真 大映産業㈱ 030-0111

青森市
荒川字成瀬26-6

017-739-5778
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

5 30-第25号 R4.3.22 ㈱クリタス
代表取締役
黒川　洋一

㈱クリタス
青森営業所

030-0123
青森市
大矢沢里見94-12
サンハイツ102

017-758-1350 平内町

6 1-第 1号 R4.5.23 ㈱クリーンナビ
代表取締役
舘田　聡 ㈱クリーンナビ 038-0059

青森市
油川字浪返24-11

017-788-4727
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

7 1-第 5号 R4.6.21 斉藤浄化槽メンテナンス 齊藤　敦 斉藤浄化槽メンテナンス 030-0121
青森市
妙見3-7-16

017-738-1416
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

8 1-第 6号 R4.7.18 青森県土地改良事業団体連合会
会長

野上　憲幸 青森県土地改良事業団体連合会 030-0802
青森市
本町2-6-19

017-723-2401
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

9 1-第10号 R4.9.4 ㈱青新産業
代表取締役
山本　和磨 ㈱青新産業 038-0015

青森市
千刈1-15-19

017-766-3178
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

10 1-第42号 R4.9.30 ㈲協映産業
代表取締役
笹原　恭子 ㈲協映産業 030-0842

青森市
浦町字奥野82-14

017-777-1190 今別町、蓬田村、外ヶ浜町

浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

■東青地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

11 1-第 9号 R4.7.22 ㈱フジクリーン青森
代表取締役
楠美　徳仁 ㈱フジクリーン青森 030-0901

青森市
港町1-20-21

017-762-7788
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

12 1-第23号 R4.9.30 ㈱青森浄化槽綜合センター
代表取締役
西田　文仁 ㈱青森浄化槽綜合センター 030-0844

青森市
桂木3-15-29

017-776-6811
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

13 1-第13号 R4.9.30 ㈲青森水洗社
代表取締役
林　秀一 ㈲青森水洗社 030-0841

青森市
奥野1-15-6

017-776-5679 今別町、蓬田村、外ヶ浜町

14 1-第15号 R4.9.30 ㈱第一浄化槽センター
代表取締役
東谷　均 ㈱第一浄化槽センター 030-0151

青森市
高田字朝日山809-303

017-729-2330
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

15 1-第68号 R4.9.30 ㈲奥崎浄化槽センター
取締役

奥崎　英敏 ㈲奥崎浄化槽センター 038-0002
青森市
沖館5-22-37

017-766-0899 蓬田村、外ヶ浜町

16 1-第43号 R4.9.30 東北藤 工業㈱
代表取締役
佐藤　泰夫

東北藤 工業㈱
青森営業所

030-0964
青森市
南佃2-15-3

017-743-1501
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

17 1-第53号 R4.9.30 北奥商事㈱
代表取締役
菅原　健一 北奥商事㈱ 030-0943

青森市
幸畑字唐崎47-10

017-738-1425
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

18 1-第70号 R4.9.30 ㈲東北浄化槽センター
代表取締役
細川　明 ㈲東北浄化槽センター 030-0957

青森市
蛍沢1-1-26

017-741-5111
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

19 1-第64号 R4.9.30 萱場工業㈱
代表取締役
萱場　昭

萱場工業㈱
青森営業所

038-0021
青森市
安田近野8-13

017-782-1888
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

20 1-第61号 R4.9.30 浄化槽エンジニアリング㈱
代表取締役
吹田　與一 浄化槽エンジニアリング㈱ 038-0058

青森市
羽白字野木和75-4

017-788-1621
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

■東青地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

21 1-第86号 R5.2.6 ㈲ケーエス青森
代表取締役
菅原　秀之 ㈲ケーエス青森 030-0943

青森市
幸畑字唐崎47-8

017-728-5177
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

22 1-第88号 R5.2.5 ㈱環境エンジニアリング
代表取締役
八幡　厚生 ㈱環境エンジニアリング 038-0031

青森市
三内字丸山183-19

017-752-6663
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

23 2-第 3号 R5.4.17 ㈱昭和興業
代表取締役
中村　稔

㈱昭和興業
青森営業所

038-0059
青森市
油川字柳川22-8

017-788-2607
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

24 1-第93号 R5.3.12 ㈱ﾈｸｽｺ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東北
代表取締役
土屋　一郎

㈱ネクスコ・エンジニアリング東北
青森事業所

038-0043
青森市
岩渡字熊沢250-259

017-782-1429 黒石市、平川市、大鰐町　南部町

25 2-第16号 R6.2.21 豊産管理㈱
代表取締役
竹谷　佳野

豊産管理㈱
青森営業所

038-0031
青森市
三内字沢部353-273

017-782-5851
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

26 2-第17号 R6.1.31  進 浪岡衛生事業所 工藤　清隆  進 浪岡衛生事業所 038-1341
青森市
浪岡銀字前田20-3

0172-62-3097 黒石市、平川市、藤崎町、田舎館村

27 30-第 6号 R3.5.12 ㈲東青浄化槽管理センター
代表取締役
亀田　貴子 ㈲東青浄化槽管理センター 039-3321

平内町
小湊字下槻15-8

017-755-5553
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

28 30-第12号 R3.7.18 太田衛生㈲
代表取締役
水口　芳正 太田衛生㈲ 039-3321

平内町
小湊字愛宕53-13

017-752-0068
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

29 1-第54号 R4.9.30 ㈲平和技研
代表取締役
佐々木　剛 ㈲平和技研 039-3351

平内町
外童子字滝ノ沢12-13

017-757-2717 平内町

30 30-第23号 R4.3.30 今別環境衛生 小野　哲 今別環境衛生 030-1503
今別町
村元字一村元5-1

0174-35-3987 今別町、外ヶ浜町

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

■東青地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

31 1-第17号 R4.9.30 上磯衛生社 北山　惠子 上磯衛生社 030-1502
今別町
今別字中沢275-162

0174-35-2179 今別町、蓬田村、外ヶ浜町

32 1-第50号 R4.9.16 小鹿衛生社 小鹿　勉 小鹿衛生社 030-1502
今別町
今別字宮本12-2

0174-35-3817 今別町、外ヶ浜町

33 2-第12号 R5.10.7 蓬田衛生 木村　真司 蓬田衛生 030-1211
蓬田村
蓬田字汐越68-1

0174-27-2527 蓬田村、外ヶ浜町

34 1-第74号 R4.10.16 ㈲平舘衛生社
代表取締役
掛村　隆二 ㈲平舘衛生社 030-1403

外ヶ浜町
字平舘元宇田2-6

0174-25-2666 今別町、蓬田村、外ヶ浜町

35 1-第91号 R5.3.25 三厩衛生社 奈良　勝彦 三厩衛生社 030-1734
外ヶ浜町
字三厩増川62-1

0174-37-3081 今別町、外ヶ浜町

36 1-第33号 R4.9.30 ㈲古沢清掃社
代表取締役
古澤　謙一 ㈲古沢清掃社 039-3111

野辺地町
字石神裏6-28

0175-64-2959
平内町、野辺地町、横浜町、東北
町、六ヶ所村

37 1-第32号 R4.9.30 ㈲野辺地衛生社
代表取締役
渡會　昌一 ㈲野辺地衛生社 039-3111

野辺地町
字石神裏22-90

0175-64-3276 野辺地町

38 1-第75号 R4.10.5 横浜衛生社 橋本　和子 横浜衛生社 039-4141
横浜町
字三保野185-2

0175-78-2123 横浜町

39 1-第71号 R4.10.29 ㈲清水バーナー設備
代表取締役
畑中　由里 ㈲清水バーナー設備 039-4136

横浜町
字横浜42

0175-78-2063 横浜町

40 1-第 2号 R4.5.30 むつ小川原原燃興産㈱
代表取締役
八戸　良城

むつ小川原原燃興産㈱
再処理構内事務所

039-3212
六ヶ所村
尾駮字沖付4-90

0175-71-4957 六ヶ所村

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

■東青地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

41 1-第44号 R4.9.30 髙田プラント㈱
代表取締役
髙田　直治 髙田プラント㈱ 039-3213

六ヶ所村
鷹架字向田1-44

0175-74-3719
三沢市、むつ市、野辺地町、横浜
町、東北町、六ヶ所村、東通村

42 1-第62号 R4.9.30 トーヨー工業㈱
代表取締役
種市　治雄 トーヨー工業㈱ 039-3212

六ヶ所村
尾駮字野附211-2

0175-72-2131
野辺地町、横浜町、おいらせ町、
六ヶ所村、東通村

43 1-第80号 R4.10.24 平成産業㈱
代表取締役
桜井　政美 平成産業㈱ 039-3212

六ヶ所村
尾駮字野附70-4

0175-72-3749 六ヶ所村

44 1-第81号 R5.1.7 総合技研㈱
代表取締役
松尾　淳 総合技研㈱ 039-3212

六ヶ所村
尾駮字野附108-2

0175-72-2378 六ヶ所村

45 1-第85号 R5.1.16 六ヶ所環境管理事業協同組合
代表理事

種市　治雄 六ヶ所環境管理事業協同組合 039-3212
六ヶ所村
尾駮字三森137-2 六ヶ所
村中部浄化槽センター内

0175-72-3721 六ヶ所村

46 30-第11号 R3.7.25 エムワイ企画サービス 吉田　貢 エムワイ企画サービス 039-4301
六ヶ所村
大字泊字川原75番地783

0175-77-2637 野辺地町、横浜町、六ヶ所村

47 2-第19号 R6.2.15 蟹田衛生 坂本　泰正 蟹田衛生 030-1309
外ヶ浜町
字上蟹田1-1

0174-22-2115 外ヶ浜町、蓬田村

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

■中南地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

1 1-第 7号 R4.7.22 ㈲環境プラント
代表取締役
福士　誠 ㈲環境プラント 036-8084

弘前市
高田1-13-1

0172-28-1481

弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、む
つ市、平川市、藤崎町、鶴田町、野辺地町、
七戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、三
戸町、五戸町、田子町、南部町

2 1-第34号 R4.9.30 ㈲環和浄化サービスセンター
代表取締役
佐藤　文章 ㈲環和浄化サービスセンター 036-8113

弘前市
清水森字下川原2-128

0172-87-4303
弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、
大鰐町、田舎館村

3 1-第37号 R4.9.26 アクアス保全工業㈱
代表取締役
加賀谷一雄 アクアス保全工業㈱ 036-8126

弘前市
松木平字富永11-15

0172-87-9227
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

4 1-第40号 R4.9.30 ㈱弘前浄化槽センター
代表取締役
三橋　一晃 ㈱弘前浄化槽センター 036-8076

弘前市
境関字亥の宮35-4

0172-27-1188
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

5 1-第39号 R4.9.30 ㈱東奥浄化センター
代表取締役
吉田　慎一 ㈱東奥浄化センター 036-8228

弘前市
樹木2-26-1

0172-34-0525
弘前市、黒石市、平川市、西目屋
村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板
柳町

6 1-第35号 R4.9.30 ㈱環境管理センター
代表取締役
志田　武司 ㈱環境管理センター 036-8245

弘前市
金属町5-11

0172-88-2224

弘前市、黒石市、五所川原市、つがる
市、平川市、鰺ヶ沢町、西目屋村、藤
崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴
田町

7 1-第59号 R4.9.30 ㈱津軽衛生公社
代表取締役
三橋　一晃 ㈱津軽衛生公社 036-8066

弘前市
向外瀬字豊田357-1

0172-37-3338
県内全域
（青森市、八戸市を除く。）

8 1-第60号 R4.9.30 ㈲東日本環境保全工業
代表取締役
三橋　和代 ㈲東日本環境保全工業 036-8066

弘前市
向外瀬字豊田358-1

0172-37-3888
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

9 1-第66号 R4.9.30 ㈲岩木浄化センター
代表取締役
今　貴幸 ㈲岩木浄化センター 036-1331

弘前市
五代字早稲田456-2

0172-82-2012 弘前市、平川市、板柳町

10 1-第69号 R4.10.6 ㈲さくら環境
代表取締役
山上　修 ㈲さくら環境 036-8311

弘前市
大川字奈良田26

0172-78-0672
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

■中南地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

11 1-第83号 R4.12.27 岩木中央衛生社 成田　雄二 岩木中央衛生社 036-1322
弘前市
駒越字高田65-6

0172-33-3780 弘前市

12 2-第 7号 R5.6.6 (一財)岩木振興公社
代表理事

對馬　壽幸 (一財)岩木振興公社 036-1343
弘前市
百沢字寺沢28-29

0172-83-2215 弘前市

13 2-第13号 R5.10.6 弘前環境整備事業協同組合
代表理事

三橋　一晃 弘前環境整備事業協同組合 036-8076
弘前市
境関字亥ノ宮35-4

0172-28-4755 弘前市

14 2-第16号 R6.2.21 豊産管理㈱
代表取締役

　竹谷　佳野
豊産管理㈱
弘前営業所

036-8072
弘前市
清野袋1-11-7

0172-34-9393
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

15 1-第 4号 R4.6.22 ㈱ダイキアクシス
代表取締役
大亀　裕 ㈱ダイキアクシス 036-0541

黒石市
北美町3-65-1

0172-52-9246
県内全域
（青森市、八戸市を除く）

16 1-第41号 R4.9.30 ㈲黒石清掃社
代表取締役
阿保　恵一 ㈲黒石清掃社 036-0413

黒石市
花巻字村下平9-2

0172-52-4157 黒石市、平川市、藤崎町

17 1-第56号 R4.9.30 ㈱久保田衛生社
代表取締役
小林　直 ㈱久保田衛生社 036-0363

黒石市
鍛治町38

0172-52-2076 黒石市、平川市、藤崎町、田舎館村

18 1-第38号 R4.9.30 ㈲黒石衛生社
代表取締役
須藤　順子 ㈲黒石衛生社 036-0413

黒石市
花巻字村下平1-8

0172-54-8343 黒石市、平川市、藤崎町、田舎館村

19 2-第11号 R5.10.18 三協衛生社 山﨑ときゑ 三協衛生社 036-0305
黒石市
乙徳兵衛町19

0172-52-5028 黒石市、平川市、田舎館村

20 30-第 3号 R3.5.12 ㈲金木浄化槽センター
代表取締役
金本　康伸 ㈲金木浄化槽センター 037-0202

五所川原市
金木町芦野84-706

0173-53-3051 五所川原市、つがる市、中泊町

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

■中南地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

21 30-第 8号 R3.5.28 ㈲プランナーハタノ
代表取締役
幡野　徳克 ㈲プランナーハタノ 037-0024

五所川原市
みどり町4-5

0173-34-2663
五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢
町、板柳町、鶴田町

22 30-第22号 R4.1.27 ㈱環境技研
代表取締役
竹内　靖雅

㈱環境技研
五所川原支店

037-0064
五所川原市
下平井町208-1

0173-35-2269 五所川原市

23 30-第 2号 R3.4.27 ㈱西北五浄化槽管理センター
代表取締役
小田桐二郎 ㈱西北五浄化槽管理センター 037-0033

五所川原市
字鎌谷町525-18

0173-34-8527
五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、
鶴田町、中泊町

24 30-第 1号 R3.4.22 広陽ビルサービス㈲
代表取締役
吉田　辰美 広陽ビルサービス㈲ 037-0025

五所川原市
七ツ館字虫流50-44

0173-35-0820
五所川原市、つがる市、深浦町、中
泊町

25 30-第 7号 R3.5.31 ㈱藤産業
代表取締役
島村　健二 ㈱藤産業 037-0011

五所川原市
金山字竹崎182-6

0173-33-0123
弘前市、黒石市、五所川原市、つが
る市、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、
板柳町、鶴田町、中泊町

26 30-第18号 R3.11.5 ㈱菊地衛生社
代表取締役
菊地　浩之 ㈱菊地衛生社 037-0023

五所川原市
広田字榊森2-7

0173-35-1521
五所川原市、つがる市、鶴田町、中
泊町

27 30-第19号 R3.12.4 ㈲東日流衛生サービス
代表取締役
高橋　裕子 ㈲東日流衛生サービス 037-0004

五所川原市
唐笠柳字藤巻406

0173-33-2828
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

28 1-第27号 R4.9.18 ㈲芦野清掃
代表取締役
前田　清孝 ㈲芦野清掃 037-0202

五所川原市
金木町芦野216-5

0173-52-3121
五所川原市、つがる市、鶴田町、中
泊町

29 1-第57号 R4.10.7 ㈱外崎配管設備
代表取締役
工藤　禎之 ㈱外崎配管設備 037-0032

五所川原市
字烏森582

0173-35-9816 五所川原市、つがる市

30 1-第76号 R4.11.7 ㈱サン・コーポレーション
代表取締役
太田　洋一 ㈱サン・コーポレーション 037-0011

五所川原市
金山字亀ヶ岡46-18

0173-34-3312
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

■中南地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

31 1-第78号 R4.12.21 ㈲マル五衛生社
代表取締役
小田桐二郎 ㈲マル五衛生社 037-0044

五所川原市
字元町13

0173-35-3085
五所川原市、つがる市、鶴田町、中
泊町

32 2-第 4号 R5.4.14 渡辺衛生社 渡邊　照行 渡辺衛生社 037-0061
五所川原市
雛田215-3

0173-34-3658
五所川原市、つがる市、鶴田町、中
泊町

33 2-第15号 R5.12.13 ㈲金木衛生社
代表取締役
金本　将経 ㈲金木衛生社 037-0202

五所川原市
金木町沢部50-4

0173-52-2648 五所川原市、つがる市、中泊町

34 2-第18号 R6.2.9 津軽環境設備㈲
取締役

川村　重雄 津軽環境設備㈲ 037-0002
五所川原市
飯詰字福泉129-2

0173-37-3985 五所川原市、つがる市、板柳町

35 30-第15号 R3.9.16 エーワン保全㈱
代表取締役
松橋　幸治 エーワン保全㈱ 038-3301

つがる市
富萢町屏風山1-1115

0173-69-5311 五所川原市、つがる市、中泊町

36 30-第21号 R4.1.16 ㈱木造衛生
代表取締役
乳井　主 ㈱木造衛生 038-3141

つがる市
木造浮巣23-5

0173-42-2802
五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、
鶴田町、中泊町

37 1-第12号 R4.8.13 柏衛生社 川田　嘉子 柏衛生社 038-3124
つがる市
木造朝日9-62

0173-42-2091
五所川原市、つがる市、鶴田町、中
泊町

38 1-第55号 R4.9.30 車力衛生 松橋　勝一 車力衛生 038-3301
つがる市
富萢町静22-3

0173-56-3139
五所川原市、つがる市、鶴田町、中
泊町

39 1-第36号 R4.9.30
㈲みちのく浄化槽管理セン

ター
代表取締役
伝法谷良二 ㈲みちのく浄化槽管理センター 038-3111

つがる市
木造豊田富久地4-1

0173-42-6242
弘前市、黒石市、五所川原市、つが
る市、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、
板柳町、鶴田町、中泊町

40 1-第79号 R4.11.24 ㈱工藤電気建設
代表取締役
工藤　大 ㈱工藤電気建設 038-3303

つがる市
車力町若林36-2

0173-56-2042 つがる市

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

■中南地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

41 1-第90号 R5.2.27 ㈱伊藤鉱業
代表取締役
増田　教正 ㈱伊藤鉱業 038-3151

つがる市
木造若竹13

0173-42-2279
五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、
深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町

42 1-第92号 R5.3.24 ㈲長内土建
代表取締役
長内　隆寛 ㈲長内土建 037-0104

つがる市
稲垣町豊川藤ヶ森1-6

0173-46-3936
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

43 2-第 2号 R5.4.17 あすなろ衛生 山谷　昭則 あすなろ衛生 038-3154
つがる市
木造照日13-6

0173-42-1211
弘前市、五所川原市、つがる市、
鰺ヶ沢町、板柳町、鶴田町、中泊町

44 1-第11号 R4.8.8 平賀衛生 中畑　善光 平賀衛生 036-0146
平川市
大坊竹原13-1

0172-44-2833
弘前市、黒石市、平川市、大鰐町、
田舎館村

45 1-第20号 R4.9.30 ㈲平賀浄化槽センター
代表取締役
棟方　大介 ㈲平賀浄化槽センター 036-0161

平川市
杉舘宮元84-5

0172-44-2728 弘前市、黒石市、平川市、田舎館村

46 1-第21号 R4.9.15 野呂衛生社 野呂　佑介 野呂衛生社 038-2701
鯵ヶ沢町
北浮田町字平野86-3

0173-72-2771
弘前市、五所川原市、つがる市、
鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町

47 1-第58号 R4.9.30 鯵ヶ沢衛生社 石岡　幸弘 鯵ヶ沢衛生社 038-2701
鯵ヶ沢町
北浮田町字平野215-6

0173-72-2176
弘前市、五所川原市、つがる市、
鰺ヶ沢町、深浦町

48 1-第82号 R4.12.16 みちのく建物管理㈱
代表取締役
坂牛　哉子 みちのく建物管理㈱ 038-2761

鯵ヶ沢町
舞戸町字東阿部野70-32

0173-72-4503
五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、
深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町

49 1-第25号 R4.9.12 深浦小型衛生社 増冨與志徳 深浦小型衛生社 038-2324
深浦町
深浦字浜町264-1

0173-74-2053 深浦町

50 1-第24号 R4.9.30 岩崎衛生社 古田　務 岩崎衛生社 038-2201
深浦町
沢辺字沢辺13-1

0173-77-2137 鰺ヶ沢町、深浦町

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

■中南地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

51 1-第67号 R4.10.8 光衛生社 日沼　和雄
光衛生社

岩崎営業所
038-2203

深浦町
正道尻字小礒109-6

0173-77-2297 深浦町

52 2-第 9号 R5.7.26 北金ヶ沢衛生社 大川　正史 北金ヶ沢衛生社 038-2504
深浦町
北金ヶ沢字塩見形90-3

090-7669-5911 鰺ヶ沢町、深浦町

53 30-第 9号 R3.6.13 田舎館衛生社 横山　信子 田舎館衛生社 038-1204
藤崎町
水木字水元30-1

0172-65-2229
弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、
田舎館村

54 30-第16号 R3.9.27 大鰐衛生 山中　裕二 大鰐衛生 038-0211
大鰐町
大鰐字上牡丹森47-1

0172-48-2814 平川市、大鰐町

55 1-第65号 R4.10.6 ㈲コクサイ
代表取締役
大谷　秀輝 ㈲コクサイ 038-0212

大鰐町
蔵館字北山1-1

0172-48-2051 平川市、大鰐町

56 2-第21号 R6.3.29 みちのく浄化槽センター 三上　忠男 みちのく浄化槽センター 038-3661
板柳町
福野田字実田45-17

0172-72-0089 弘前市、板柳町

57 1-第28号 R4.9.30 ㈲板柳中央衛生社
代表取締役
菊地由喜恵 ㈲板柳中央衛生社 038-3684

板柳町
三千石字木賊34-2

0172-73-2466 弘前市、藤崎町、板柳町、鶴田町

58 1-第77号 R4.11.14 ㈱鶴田衛生社
代表取締役
工藤星志乃 ㈱鶴田衛生社 038-3502

鶴田町
強巻字桜木2

0173-22-3213
五所川原市、つがる市、板柳町、鶴
田町

59 2-第 8号 R5.7.7 ㈲津軽清掃
代表取締役
角田　憲亮 ㈲津軽清掃 037-0308

中泊町
深郷田字甘木147-21

0173-57-2306

弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平
川市、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢
町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田
舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

■三八地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

1 30-第14号 R3.9.16 西浦水道建設工業㈱
代表取締役
小川洋一郎 西浦水道建設工業㈱ 031-0071

八戸市
沼館1-7-38

0178-22-5167

十和田市、三沢市、むつ市、野辺地町、七戸
町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、お
いらせ町、東通村、三戸町、五戸町、田子
町、南部町、階上町、新郷村

2 1-第18号 R4.9.30 ㈱建物管理技研
代表取締役
新田　淳也 ㈱建物管理技研 031-0833

八戸市
大久保字三社3-3

0178-34-1190
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

3 1-第29号 R4.9.30 ㈲伊藤商事
代表取締役
伊藤　智之 ㈲伊藤商事 031-0813

八戸市
新井田字出口平3-57

0178-25-0769
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

4 1-第30号 R4.9.30 ㈱清掃センター
代表取締役
笹垣　陽子 ㈱清掃センター 031-0072

八戸市
城下4-12-5

0178-43-1829
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

5 1-第72号 R4.10.20 ㈱ヨーク
代表取締役
小山　智幸

㈱ヨーク
八戸営業所

039-1114
八戸市
北白山台2-4-21

0178-23-3317
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

6 1-第73号 R4.11.10 第一清掃㈱
代表取締役
石橋忠二郎 第一清掃㈱ 031-0023

八戸市
是川字金ケ坂18

0178-44-2624
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

7 2-第 5号 R5.4.29 環境技術㈱
代表取締役
倉成　諭 環境技術㈱ 039-1168

八戸市
八太郎6-12-4

0178-20-2666
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

8 2-第14号 R5.11.17 ㈱清掃テクノサービス
代表取締役
中嶋　満 ㈱清掃テクノサービス 031-0072

八戸市
城下4-12-5

0178-43-1578
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

9 1-第 3号 R4.7.15 県南清掃㈱
代表取締役
佐藤　正樹

県南清掃㈱
十和田本社

034-0001
十和田市
三本木字野崎40-370

0176-23-4351
十和田市、三沢市、七戸町、六戸
町、東北町、おいらせ町、五戸町、
新郷村

10 1-第51号 R4.9.30 ㈲十和田浄化槽センター
代表取締役
竹達　幸雄 ㈲十和田浄化槽センター 034-0024

十和田市
東十四番町41-16

0176-23-0424
十和田市、三沢市、七戸町、六戸
町、東北町、おいらせ町、五戸町、
新郷村

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

■三八地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

11 1-第19号 R4.9.30 県南環境保全センター㈱
代表取締役
佐藤　正樹

県南環境保全センター㈱
本社

034-0001
十和田市
三本木字野崎40-370

0176-22-2061
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

12 1-第19号 R4.9.30 県南環境保全センター㈱
代表取締役
佐藤　正樹

県南環境保全センター㈱
三沢支店

033-0022
三沢市
三沢字水筒42-22

0176-50-7670
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

13 1-第45号 R4.9.30 ㈱西原環境
代表取締役
西原　幸志

㈱西原環境
青森営業所

033-0033
三沢市
美野原2-7-3

0176-52-3969
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

14 1-第26号 R4.9.30 ㈱三沢浄化槽清掃センター
代表取締役
大澤　時夫 ㈱三沢浄化槽清掃センター 033-0021

三沢市
岡三沢3-9-17

0176-53-2417 三沢市、六戸町、おいらせ町

15 1-第52号 R4.9.30 ㈲みちのく衛生清掃社
代表取締役
西村美智子 ㈲みちのく衛生清掃社 033-0134

三沢市
大津2-109-7

0176-50-7250
十和田市、三沢市、七戸町、六戸
町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町

16 2-第 6号 R5.4.26 ㈱西原ネオ
代表取締役社長

月橋　伸夫
㈱西原ネオ
青森営業所

033-0033
三沢市
美野原2-7-3

0176-52-7891
弘前市、十和田市、三沢市、むつ
市、野辺地町、階上町

17 1-第 8号 R4.7.28 中部上北清掃㈱
代表取締役
藤嶋　崇 中部上北清掃㈱ 039-2403

東北町
新舘字八幡54-5

0176-62-9520
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

18 1-第46号 R4.9.30 ㈲東北衛生社
代表取締役
安達　重幸 ㈲東北衛生社 039-2647

東北町
字外蛯沢後久保25-5

0175-63-2652
十和田市、三沢市、七戸町、六戸
町、東北町、おいらせ町、五戸町、
新郷村

19 1-第87号 R5.1.28 ㈲乙供清掃
代表取締役
滝沢　清美 ㈲乙供清掃 039-2663

東北町
字舘花26-2

0175-63-4027 七戸町、東北町

20 1-第51号 R4.9.30 ㈲十和田浄化槽センター
代表取締役
竹達　幸雄

㈲十和田浄化槽センター
おいらせ営業所

039-2157
おいらせ町
木ノ下東3759-11

0178-20-0081
十和田市、三沢市、七戸町、六戸
町、東北町、おいらせ町、五戸町、
新郷村

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

■三八地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

21 30-第10号 R3.7.16 ㈲サンコー清掃
代表取締役

櫻　剛 ㈲サンコー清掃 039-0121
三戸町
豊川字下原33-1､33-4

0179-25-2300
十和田市、六戸町、おいらせ町、三
戸町、五戸町、田子町、南部町、階
上町、新郷村

22 30-第20号 R3.12.15 共同清掃㈱
代表取締役

川守田由加里
共同清掃㈱
三戸営業所

039-0141
三戸町
川守田字元木平9-2

0179-22-0306 三戸町、田子町、南部町

23 1-第16号 R4.9.30 ㈲三戸清掃社
代表取締役
足澤　光国 ㈲三戸清掃社 039-0134

三戸町
同心町字金堀17-4

0179-22-2868
十和田市、三戸町、五戸町、田子
町、南部町、新郷村

24 1-第31号 R4.9.30 共和清運㈱
代表取締役
佐藤　稔 共和清運㈱ 039-0112

三戸町
梅内字大反前田37-3

0179-22-2932 三戸町、田子町、南部町

25 2-第 1号 R5.4.19 カンセイ㈱
代表取締役
清野山雅弘

カンセイ㈱
本社

039-1518
五戸町
字下モ沢向13-163

0178-62-5700
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

26 1-第14号 R4.9.30 釜渕運送㈲
代表取締役
釜渕　嘉与

釜渕運送㈲
本社営業所

039-0201
田子町
田子字七日市上ノ平9-1

0179-32-2300

十和田市、三沢市、むつ市、六戸町、
横浜町、六ヶ所村、おいらせ町、三戸
町、五戸町、田子町、南部町、階上
町、新郷村

27 1-第89号 R5.2.10 ㈲弘栄商事
代表取締役
小舘　利行 ㈲弘栄商事 039-0201

田子町
田子字風張26-17

0179-32-3117 三戸町、田子町、南部町

28 2-第10号 R5.9.18 田子衛生 獅子内進之介 田子衛生 039-0201
田子町
田子字矢田郎90-5

0179-32-4118 三戸町、田子町、南部町

29 30-第20号 R3.12.15 共同清掃㈱
代表取締役

川守田由加里 共同清掃㈱ 039-0612
南部町
剣吉字小澤田12-7

0178-75-0453 三戸町、田子町、南部町

30 30-第13号 R3.8.9 有限会社アイオー浄化槽
代表取締役
山田　正幸

有限会社アイオー浄化槽
青森営業所

039-0121
三戸町
豊川字比丘尼坂47-19

080-2842-6288
県内全域
（青森市及び八戸市を除く）

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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浄化槽保守点検業者名簿（営業所別）

■下北地域県民局環境管理部 （令和３年３月３１日現在）

名称（商号） 代表者氏名 名　称 郵便番号 所　在　地 電  話 営業区域

1 1-第47号 R4.9.30 下北環境保全㈱
代表取締役
菊池　陽子 下北環境保全㈱ 035-0033

むつ市
横迎町1-11-7

0175-22-1834 むつ市、東通村

2 1-第48号 R4.9.30 ㈱環境社
代表取締役
谷川　聡 ㈱環境社 039-5327

むつ市
脇野沢本村6

0175-44-3159 むつ市

3 1-第49号 R4.9.30 ㈲川内清掃社
代表取締役
佐藤　徳光 ㈲川内清掃社 039-5201

むつ市
川内町休所42-236

0175-42-2406 むつ市

4 1-第22号 R4.9.30 ㈲環境衛生下北開発
代表取締役
佐藤　次男 ㈲環境衛生下北開発 039-4401

むつ市
大畑町上野95-1

0175-34-2912 むつ市

5 1-第84号 R5.1.7 谷川環境衛生開発㈱
代表取締役
谷川　聡 谷川環境衛生開発㈱ 035-0051

むつ市
新町41-1

0175-22-2659
県内全域
（青森市及び八戸市を除く。）

6 1-第63号 R4.9.30 ㈲大間運輸
代表取締役
荒木　整 ㈲大間運輸 039-4601

大間町
大間字大間89-1

0175-37-2805 大間町

7 2-第20号 R6.3.11 ㈲風間浦清掃
代表取締役
山田　孝裕 ㈲風間浦清掃 039-4502

風間浦村
易国間字小倉畑17-229

0175-35-2126 風間浦村

8 30-第17号 R3.9.25 ㈲佐井清掃
代表取締役
紀伊　一浩 ㈲佐井清掃 039-4711

佐井村
佐井字八幡堂2-3

0175-38-2011 佐井村

№ 登録番号 登録満了日
事　業　者 営　業　所
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