一般廃棄物処理業等許可業者一覧表
※事業系可燃ごみとは、スーパー、飲食店、オフィスから発生する生ごみや紙くずなどを意味します。
※事業系可燃ごみを取り扱う一般廃棄物収集運搬業許可業者は、当センター焼却処理施設（クリスタルプラザ）へ搬入します。
※事業所から排出されるプラスチック類は全て産業廃棄物となり、一般廃棄物処理業許可業者に依頼することはできません。
※木くずや草などを取り扱う許可業者は、民間処理施設（当該許可業者の処理施設を含む）へ搬入します。
※一般廃棄物の処分にあたっては、一般廃棄物の性状、発生量等に応じて一般廃棄物処分業許可業者に処分を委託してください。
※許可有効期間、許可内容等の詳細事項、最新情報は、各許可業者の許可証等でご確認ください。

湖北広域行政事務センター
一般廃棄物収集運搬業許可業者
№
1

許可業者名
㈱エコプラン
代表取締役 上田 貴麿

2 エコン（村山 侑大）
㈱エスケイカンポスト
3
代表取締役 金森 隆志
北川商店㈱
4
代表取締役 早田 斉

令和4年4月1日現在
許可内容
収集運搬業（事業系可燃ごみ）
収集運搬業（紙くず、木くず、繊維くず、草）
収集運搬業（事業系可燃ごみ）
収集運搬業（動物の死骸）
収集運搬業（事業系可燃ごみ）
収集運搬業（草、木、藻、竹、根）

許可区域
長浜市、米原市
長浜市、米原市
長浜市、米原市

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

長浜市

5

㈱木下カンセー
代表取締役 木下 昌秀

収集運搬業（事業系可燃ごみ）
収集運搬業（食品廃棄物）

長浜市、米原市

6

近畿環境保全㈱
代表取締役 西村 忠浩

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

長浜市、米原市

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

長浜市、米原市

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

長浜市、米原市

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

長浜市・米原市

㈲国城商店
代表取締役 国城 純二
㈲クリーンびわ
8
代表取締役 伊藤 義男
クリーンワーク㈱
9
代表取締役 丸山 隆幸
7

10

興和産業㈱
代表取締役 本庄 一行

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

長浜市

11

㈱杉本商事
代表取締役 杉本 朝幸

収集運搬業（事業系可燃ごみ）
収集運搬業（食品廃棄物）

長浜市、米原市

12

㈱成功産業
代表取締役 山野 浩子

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

長浜市、米原市

収集運搬業（草、木、藻、竹）
（藻については、草等に付着したものに限る。）

長浜市、米原市

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

長浜市、米原市

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

米原市

㈱高山
代表取締役 髙山 満
㈱中澤商事
14
代表取締役 垣谷 通孝
13

15

㈲野一色興業
代表取締役 野一色 豊

1

主たる事務所の所在地
〒529-0142 長浜市田町14(RPF虎姫工場）
℡ 0749-73-9200
ＦＡＸ 0749-73-9201
〒526-0804 長浜市加納町141-9
℡ 0749-50-5116 FAX 0749-50-5116
〒526-0003 長浜市泉町1370
℡ 0749-68-1801
FAX 0749-68-1810
〒529-0112 長浜市宮部町2511-2
℡ 0749-73-2357
FAX 0749-73-3453
〒611-0031 大津市大萱一丁目17番14号松政ビル7階
℡ 077-543-2663 FAX 077-543-3119
〒526-0803 長浜市西上坂町99-2
〒525-0041 草津市青地町字六反田196
℡ 077-564-1502 FAX 077-567-3767
〒526-0242 長浜市三田町1453-4 光陽ビルディング三田Ⅱ-101
℡ 0749-44-4649 FAX 0749-55-4649
〒521-0031 米原市一色1129-1
℡0749-54-5298
FAX 0749-54-5299
〒526-0844 長浜市南田附町32-4
℡ 0749-62-2170
FAX 0749-63-8484
〒522-0200 犬上郡甲良町大字在土683-2
℡ 0749-38-8077 FAX 0749-38-8078
〒526-0801 長浜市千草町11-4
℡ 0749-63-6559 FAX 0749-65-4739
〒526-0843 長浜市南小足町485-11
〒522-0222 彦根市南川瀬町771
℡ 0749-28-9206 FAX 0749-28-9272
〒526-0841 長浜市新栄町103
℡ 0749-64-0525 FAX 0749-64-0630
〒522-0025 彦根市野田山町833－2
℡ 0749-26-6216 FAX 0749-26-6217
〒526-0845 長浜市小堀町442
℡ 0749-68-1877 FAX 0749-68-1878
〒529-0241 長浜市高月町高月611-1
℡ 0749-85-5551
FAX 0749-85-5540
〒526-0821 長浜市本庄町764
℡ 0749-65-3908
FAX 0749-65-3909

〒521-0233 米原市野一色815
℡ 0749-55-0822
FAX 0749-55-3424

収集運搬業（事業系可燃ごみ・木くず）

事業系可燃ごみ：長浜市・米原市
木くず：米原市

17 丸德産業（植田 鉄也）

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

長浜市

18

㈲光田産業
取締役 木下 昌秀

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

長浜市、米原市

19

㈱美濃ラボ
代表取締役 岩田美子

収集運搬業（実験動物の屍体・糞・マット）

長浜市

20

㈱宗重商店
代表取締役 宗守 重泰

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

長浜市

21

八起産業㈱
代表取締役 村井 栄治

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

長浜市、米原市

22

安田産業㈱
代表取締役 安田 奉春

収集運搬業（事業系可燃ごみ）
収集運搬業（食品廃棄物）

長浜市、米原市

23

㈲山口屋
代表取締役 山口 竹志

収集運搬業（事業系可燃ごみ）
収集運搬業（紙くず）

長浜市、米原市

24

㈲ヤマダ油脂
代表取締役 山田 博次

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

長浜市

25

山室木材工業㈱
代表取締役 山室 弘樹

収集運搬業（木くず）

長浜市、米原市

26

力興木材工業㈱
代表取締役 今中 力松

収集運搬業（木くず、草）

長浜市、米原市

収集運搬業（事業系可燃ごみ）

長浜市

16

㈲平和産業
代表取締役 横山 仁

27 ecoネット髙島（髙島 英子）

〒522-0027 彦根市東沼波町758-1
℡ 0749-26-7167 FAX 0749-24-9695
〒526-0223 長浜市法楽寺町34-20
〒526-0803 長浜市西上坂町1157
℡ 0749-63-1100
〒522-0055 彦根市野瀬町348
℡ 0749-26-1637 FAX 0749-26-1662
〒526-0803 長浜市西上坂町99-2
〒503-0321 岐阜県海津市平田町今尾1195-1
℡ 0584-66-3657 FAX 0584-66-4153
〒920-0342 石川県金沢市畝田西一丁目112
℡ 076-266-6000 FAX 076-266-6161
〒526-0803 長浜市西上坂町267
℡ 0749- 63-8844 FAX 0749-63-8848
〒526-0844 長浜市南田附町41-1
℡ 0749-63-9477
FAX 0749-63-9485
〒612-8379 京都府京都市伏見区南寝小屋町91番地
℡ 075-604-5353
FAX 075-604-5358
〒526-0014 長浜市口分田町440-4 （207号室）
〒526-0813 長浜市堀部町569
℡ 0749-62-2911
FAX 0749-65-0868
〒529-1162 犬上郡豊郷町大字八町1602
℡ 0749-35-3527 ＦＡＸ 0749-35-3547
〒529-0424 長浜市木之本町廣瀬347－3
〒521-0244 米原市大野木1751-5（本社）
℡ 0749-57-0101 FAX 0749-57-1120
〒521-0244 米原市大野木1801-1(リサイクルセンター本社工場）
〒521-0244 米原市大野木2168(リサイクルセンター第２工場）
℡ 0749-57-1353 FAX 0749-57-1562
〒521-0314 米原市春照 125
℡ 0749-58-0029 FAX0749- 58-0814
〒526-0018 長浜市森町283番地
℡ 0749-65-2373
FAX 0749-65-2373

一般廃棄物処分業許可業者一覧表
№

許可業者名

許可内容

許可区域

主たる事務所・処理施設等の所在地

㈱エコプラン
代表取締役 上田 貴麿

処分業（紙くず、木くず、繊維くず、草の圧縮固化）
処理能力 ７８．７２ｔ／日

長浜市、米原市

〒529-0142 長浜市田町14(RPF虎姫工場）
℡ 0749-73-9200 ＦＡＸ 0749-73-9201

㈱エスケイカンポスト
2
代表取締役 金森 隆志

処分業（草・木・藻・竹・根の高速堆肥化処理）
処理能力 ９．５５ｔ／日
処分業（木・竹・根の破砕処理）
処理能力 １２０ｔ／日

長浜市、米原市

〒526-0003 長浜市泉町1370
℡ 0749-68-1801 FAX 0749-68-1810

1

3

㈱高山
代表取締役 髙山 満

処分業（草・木・藻・竹の破砕処理）
処理能力 ４．４６４ｔ／日

長浜市、米原市

4

山室木材工業㈱
代表取締役 山室 弘樹

処分業（木くず、草の破砕処理）
処理能力 ２４０ｔ／日
処理能力 ４４６ｔ／日
処理能力 ２８８ｔ／日

長浜市、米原市

処分業（木くずの破砕処理）
処理能力 ６２．４ｔ／日×２基
処分業（草の破砕処理）
処理能力 ３．２ｔ／日

長浜市、米原市

力興木材工業㈱
5
代表取締役 今中 力松

2

〒529-0241 長浜市高月町高月611-1
℡ 0749-85-5551
FAX 0749-85-5540
〒529-0232 長浜市高月町落川461-1
〒521-0244 米原市大野木1751-5（本社）
℡ 0749-57-0101 FAX 0749-57-1120
〒521-0244 米原市大野木1801-1(リサイクルセンター本社工場）
〒521-0244 米原市大野木2168(リサイクルセンター第２工場）
℡ 0749-57-1353 FAX 0749-57-1562
〒521-0314 米原市春照 125
℡ 0749-58-0029 FAX 0749-58-0814

一般廃棄物収集運搬業（浄化槽汚泥）許可業者一覧表
№

許可業者

許可内容

許可区域

1

㈲伊香清掃センター
代表取締役 田中 名起

収集運搬業（浄化槽汚泥）

旧高月町、旧木之本町、旧余呉町、旧西浅井町

2

喜多嘉和㈱
代表取締役 北川 光明

収集運搬業（浄化槽汚泥）

米原市

3

㈲キタセイ
代表取締役 北川 浩

収集運搬業（浄化槽汚泥）

米原市

収集運搬業（浄化槽汚泥）

旧びわ町、旧浅井町、旧虎姫町、旧湖北町

収集運搬業（浄化槽汚泥）

米原市

収集運搬業（浄化槽汚泥）

旧長浜市

収集運搬業（浄化槽汚泥）

旧高月町、旧木之本町、旧余呉町、旧西浅井町

収集運搬業（浄化槽汚泥）

旧長浜市

4
5
6
7
8

㈱テックアシスト
代表取締役 堀川 吉孝
㈱ハウステクノ関ヶ原
代表取締役 田中 正美
橋本クリーン産業㈱
代表取締役 橋本 和泰
㈱日の丸清掃社
代表取締役 辻本 道一
㈱ライフリリーフ
代表取締役 山路 昭雄

主たる事務所の所在地
〒529-0425 長浜市木之本町木之本2100-1
℡ 0749-82-2208
FAX 0749-82-3382
〒522-0007 彦根市古沢町685
℡ 0749-23-8800
FAX 0749-23-8839
〒521-0003 米原市入江992
℡ 0120-20-8816
〒522-0237 彦根市堀町117-26
℡0749-28-1400
FAX 0749-28-4519
〒521-0003 米原市入江283-15
〒526-0245 長浜市湯次町155
℡ 0749-74-8444
FAX 0749-74-8445
〒521-0314 米原市春照1937-1
℡ 0749-58-8091
FAX 0749-58-8092
〒526-0803 長浜市西上坂町233-4
℡ 0749-62-4095
FAX 0749-63-5068
〒529-0425 長浜市木之本町木之本823
℡ 0749-82-3179
FAX0749-53-3955
〒526-0015 長浜市神照町743
℡ 0749-62-1356
FAX 0749-65-0547

浄化槽清掃業許可業者一覧表
№
1

許可業者
㈲伊香清掃センター
代表取締役 田中 名起

許可区域

許可内容
浄化槽清掃業

旧高月町、旧木之本町、旧余呉町、旧西浅井町

2

喜多嘉和㈱
代表取締役 北川 光明

浄化槽清掃業

米原市

3

㈲キタセイ
代表取締役 北川 浩

浄化槽清掃業

米原市

浄化槽清掃業

旧びわ町、旧浅井町、旧虎姫町、旧湖北町

浄化槽清掃業

米原市

浄化槽清掃業

旧長浜市

浄化槽清掃業

旧高月町、旧木之本町、旧余呉町、旧西浅井町

浄化槽清掃業

旧長浜市

4
5
6
7
8

㈱テックアシスト
代表取締役 堀川 吉孝
㈱ハウステクノ関ヶ原
代表取締役 田中 正美
橋本クリーン産業㈱
代表取締役 橋本 和泰
㈱日の丸清掃社
代表取締役 辻本 道一
㈱ライフリリーフ
代表取締役 山路 昭雄

3

主たる事務所の所在地
〒529-0425 長浜市木之本町木之本2100-1
℡ 0749-82-2208
FAX 0749-82-3382
〒522-0007 彦根市古沢町685
℡ 0749-23-8800
FAX 0749-23-8839
〒521-0003 米原市入江992
℡ 0120-20-8816
〒522-0237 彦根市堀町117-26
℡ 0749-28-1400
FAX 0749-28-4519
〒521-0003 米原市入江283-15
〒526-0245 長浜市湯次町155
℡ 0749-74-8444
FAX 0749-74-8445
〒521-0314 米原市春照1937-1
℡ 0749-58-8091
FAX 0749-58-8092
〒526-0803 長浜市西上坂町233-4
℡ 0749-62-4095
FAX 0749-63-5068
〒529-0425 長浜市木之本町木之本823
℡ 0749-82-3179
FAX0749-53-3955
〒526-0015 長浜市神照町743
℡ 0749-62-1356
FAX 0749-65-0547

