浄化槽保守点検業登録業者一覧
登録番号 登録年月日 登録期限
名称
3
H28/11/28
R03/11/27 有限会社さわやか衛生社
5

H28/11/28

R03/11/27 山岡工業株式会社

代表者氏名
主たる事務所所在地
京谷透
潟上市天王字ﾊﾗﾍ154-4
山岡緑三郎 秋田市御所野湯本二丁目1番5号

営業所所在地

潟上市
秋田市
北秋田市
仙北市

営業区域
潟上市（旧天王町に限る）
八郎潟町、潟上市（旧昭和町に限る）
北秋田市（旧合川町、旧森吉町に限
る）、上小阿仁村
美郷町（旧仙南村に限る）、大仙市
（旧協和町、旧西仙北町に限る）、仙
北市（旧西木村に限る）
湯沢市（旧湯沢市、旧雄勝町に限る）

H28/11/28

R03/11/27 有限会社環境保全興業

榊晃

由利本荘市矢島町城内字八森3番地

由利本荘市
由利本荘市

にかほ市（旧仁賀保町に限る）

7

14

H28/11/28

R03/11/27 有限会社サニックス

齊藤靖之

仙北市角館町下菅沢185-1

仙北市

仙北市、大仙市（旧中仙町に限る）

17

H28/11/28

R03/11/27 株式会社羽後環境

後藤薫

横手市雄物川町沼館字高畑439

横手市

18

H28/11/28

R03/11/27 合資会社大森産業

佐々木拓郎 横手市大森町字大中島308-2

横手市

横手市（旧雄物川町、旧平鹿町、旧大
森町、旧十文字町、旧大雄村に限る）
横手市（旧横手市、旧雄物川町、旧大
森町、旧山内村、旧大雄村に限る）

19

H28/11/28

R03/11/27 醍醐衛生社

佐々木誠

横手市平鹿町醍醐字大橋33-8

横手市

21

H28/11/28

R03/11/27 有限会社平鹿清掃興業

佐藤政実

横手市十文字町腕越字石倉37

横手市
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由利本荘市

浄化槽管理士（番号）
京谷透（7132）
京谷真樹（60583）
相場興(33758)
佐藤由有(61492)
石川俊介(83359)
吉水洋司（39987）
加藤順一(54726)
米澤豊（44674）
齊藤雅士(67743)
加賀秀一（19327）
船木次春（17849)
山岡慎太郞(64103)
榊晃(7213)
榊千秋(54381)
榊研二(64925)
榊伸吾(67533)
高橋健太郎(80614)
秋山勇一(7190)
藤田正晴(53073)
佐藤良幸(66749)
東海林英之(76967)
三浦孝(80642)
西宮朋希(84842)
後藤大亮(50831)
後藤薫(7214)
佐々木光司(7094)
福田智(46458)
菊池浩悦(64171)
相河和雄(66441)
佐々木拓郎(75210)
斉藤昌城(84291)
佐々木誠(7091)

横手市（旧増田町、旧平鹿町、旧大雄
村に限る）
横手市、東成瀬村
佐藤政実(24454)
長瀬元(23440)
佐藤孝弘(55304)
柴田辰哉(60028)
石川浩治(63803)
鈴木健二(68996)
宮木健大(70976)
泉川清実(72609)
齊藤翼(83797)

浄化槽保守点検業登録業者一覧
登録番号 登録年月日 登録期限
名称
23
H28/11/28
R03/11/27 県南衛生合資会社

代表者氏名
主たる事務所所在地
平元豊
湯沢市字中崎100-1

湯沢市

営業所所在地

24

H28/11/28

R03/11/27 有限会社雄勝清掃社

平元雄

湯沢市小野字東古戸88-4

湯沢市

29

H28/11/28

R03/11/27 合資会社県南清掃興業

髙橋七十一 湯沢市材木町二丁目3-12

湯沢市

36
38

H28/11/28
H28/11/28

R03/11/27 株式会社東北ビルサービスセンター
R03/11/27 有限会社大洋環境開発工業

山本春司
岡本香

男鹿市
由利本荘市

40

H28/12/18

R03/12/17 有限会社鷹阿二清掃興業

佐藤枝梨子 北秋田市鷹巣町脇神字三ﾂ屋岱1-11

男鹿市船川港船川字泉台67-168
由利本荘市薬師堂字中道236-3

鷹巣本社

二ツ井

41

H28/12/18

R03/12/17 有限会社堀内清掃工業

一色浩

大仙市大曲市日の出町1-46-3
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大仙市

営業区域
浄化槽管理士（番号）
湯沢市（旧湯沢市、旧皆瀬村に限る） 平元豊(19594)
佐藤良美(50847)
小松芳人(75605)
飯塚裕紀(79102)
山寺秀一(85403)
湯沢市（旧雄勝町に限る）
平元雄(67531)
山内慶一(46568)
高橋桂太(74171)
山科知也(79103)
柿崎隆行(85402)
湯沢市（旧湯沢市に限る）
丹朋只(48615)
佐藤正弥(79155)
菅野祐二(79156)
男鹿市
三浦博美(83372)
由利本荘市（旧本荘市、旧大内町、旧 岡本稔(3480)
由利町、旧東由利町、旧岩城町、旧西 大場貢(21952)
目町に限る）、にかほ市（旧仁賀保
畠山成春(37857)
町、旧金浦町に限る）
栗田志津夫(67543)
須藤貴晴(77657)
北秋田市（旧鷹巣町、旧森吉町、旧阿 水澤正一(35937)
仁町に限る）、能代市（旧二ツ井町に
限る）、藤里町
近藤健(7225)
北秋田市（旧鷹巣町、旧森吉町、旧阿
吉田和則(61191)
仁町に限る）
工藤和芳(48235)
能代市（旧二ツ井町に限る）、藤里町 和田昌巳(7189)
西根幸則(47578)
加賀屋秀一(85836)
大仙市（旧大曲市に限る）
一色浩(38182)
大仙市（旧大曲市、旧神岡町に限る） 三浦広樹(63512)
大仙市（旧仙北町、旧南外村に限
佐藤慎也(65177)
る）、美郷町（旧六郷町に限る）
大仙市（旧大曲市に限る）
吉方 聡(74367)

浄化槽保守点検業登録業者一覧
登録番号 登録年月日 登録期限
名称
42
H28/12/18
R03/12/17 株式会社サイテクト

代表者氏名
主たる事務所所在地
齊藤靖之 大仙市大曲上栄町13-34

営業区域

営業所所在地

大仙市

43

H28/12/18

R03/12/17 株式会社堀川林業

堀川義貴

仙北市田沢湖生保内字下高野61

仙北市

仙北市

44

H28/12/18

R03/12/17 株式会社富樫清掃

冨樫晴紀

大仙市東川字屋敷後94-1

大仙市

大仙市（旧大曲市、旧神岡町、旧西仙北
町、旧南外村、旧仙北町、旧太田町に限
る）、美郷町（旧仙南村、旧六郷町に限

49

H28/11/28

R03/11/27 男鹿清掃興業株式会社

籾山一人

男鹿市船越字内子294
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男鹿市

浄化槽管理士（番号）

大仙市（旧大曲市、旧神岡町、旧西仙北
松田誠一(7174)
町、旧南外村、旧仙北町、旧太田町）、美 進藤弘(26522)
郷町
草薙誠(45625)

大仙市(旧大曲市に限る）、美郷町(旧
六郷町、旧仙南村に限る）
大仙市(旧太田町に限る）、美郷町(旧
六郷町、旧仙南村に限る）
大仙市（旧西仙北町、旧神岡町、旧仙
北町、旧南外村に限る）
大仙市（旧太田町、旧大曲市に限
る）、美郷町（旧六郷町、旧仙南村に
男鹿市、大潟村 限る）

山崎直人(46208)
山口徳雄(47058)
遠藤輝久(47501)
齊籐靖之(48587)
高寺衛(56094)
佐々木博巳(58655)
小松道夫(61659)
齊藤大樹(71929)
高橋優太(77634)
大友竜哉(81110)
大隅翔太(81772)
安藤竜輔(83391)
橋本雄太(84850)
佐々木康則(86319)
小川忠幸(86320)
堀川義美(7180)
藤元一成(39424)
堀川義貴(74141)
堀川義樹(77129)
富樫晴紀(41894)
伊藤慶朗(49095)
高橋亘(83467)
森元貴史(72613)
山谷隆恭(73681)
斉藤和博(85384）
新田飛鳥(65752)
小松辰則(67554)
籾山育夫(7119)
籾山一人(7120)
佐藤喜秋(7121)
目黒耕太郎(25686)
石川誠(41802)
保坂孫之(43868)
松井孝之(61660)
籾山祐也(74148)
籾山浩也(75591)
照井忠衛(77398)
佐藤克之(83236)
戸島賢(85379)

浄化槽保守点検業登録業者一覧
登録番号 登録年月日 登録期限
名称
51
H28/12/18
R03/12/17 秋田日化サービス株式会社

代表者氏名
主たる事務所所在地
田中三知也 秋田市外旭川字三千刈106-1

営業所所在地

秋田市

由利本荘市
52

H28/12/18

R03/12/17 萱場工業株式会社

萱場史郎

仙台市青葉区葉山町1-26

53

H28/12/18

R03/12/17 佐々木興業株式会社

佐々木正光 大仙市字刈和野175-1

大仙市

54

H28/12/18

R03/12/17 株式会社タイセイ

山脇精悦

大館市字沼館道上82

大館市

55

H28/12/18

R03/12/17 鹿角衛生協業組合

豊口裕

鹿角市花輪字蒼前平6

鹿角市
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秋田市

営業区域
男鹿市、五城目町、潟上市(旧昭和町、
旧飯田川町に限る)、井川町、八郎潟
町、大仙市（旧協和町,旧西仙北町に限
る）

浄化槽管理士（番号）
佐々木良(57103)
鈴木陽治(11096)
舟山一昭(26106)
田中三知也(81556)
千釜裕一(80622)
田中美奈子(74459)
由利本荘市（旧本荘市,旧岩城町,旧西 本城暁夫(64543)
目町,旧大内町に限る）
小西壮(75638)
大仙市（旧神岡町、旧協和町に限
吉村泉(46813)
る）、羽後町
渡邉武彦(37412)
大仙市（旧西仙北町、旧神岡町、旧協 佐々木正光(7218)
和町、旧南外村）
佐藤祐一(30314)
横山之広(52815)
佐々木光一(78697)
大館市
成田民雄(7202)
猪又弘(25683)
阿部紀彦(34482)
佐々木博之(34596)
芳賀勇行(39712)
花岡俊行(39711)
芳賀弘行(44695)
山脇精悦(29370)
菅原敏(48658)
山脇敬博(85406)
鹿角市、小坂町
安保正志(17249)
成田徳幸(54369)
木村友博(44666)
和田昭彦(61178)
福島徳久(65101)
奈良和也(67244)
西村英治(67245)
木村和成(74146)
豊田喜智(74147)
戸田健(77432)
藤田克子(77433)
黒沢隆実(77986)
佐々木正克(80392)
田中東(85571)
村木拓哉(85572)
松本宗士(16726)
鹿角市、小坂町、仙北市
中村繁樹(41801)
村木等(61177)
柳沢大樹(83916)

浄化槽保守点検業登録業者一覧
登録番号 登録年月日 登録期限
名称
56
H28/12/18
R03/12/17 株式会社由利清掃サービス社

代表者氏名
主たる事務所所在地
会津勲
由利本荘市西目町西目字中沢373

由利本荘市

営業所所在地

59

H28/12/20

R03/12/19 有限会社由利地区浄化槽管理事務所

会津勲

由利本荘市西目町西目字中沢373

由利本荘市

63

H29/01/17

R04/01/16 有限会社横手清掃興業

菅原潤司

横手市睦成字七日市93-1

横手市

64

H29/01/17

R04/01/16 大館広域清掃株式会社

鈴木光夫

大館市二井田字上段四羽出83-12

大館市

65

H29/01/17

R04/01/16 信葉工機株式会社

木村基信

秋田市東通仲町20-20

秋田市

66

H29/01/17

R04/01/16 東北藤吉工業株式会社

木村文泰

仙台市若林区蒲町18-1

秋田市

68

H29/01/17

R04/01/16 環清工業株式会社

青山武

酒田市浜中字八間山135-1

にかほ市

69

H29/01/17

R04/01/16 株式会社エルデック

富樫邦男

酒田市松美町3-70

にかほ市

5 / 11 ページ

営業区域
由利本荘市（旧本荘市、旧西目町、旧
岩城町、旧大内町、旧東由利町、旧矢
島町に限る）
にかほ市
由利本荘市（旧本荘市、旧矢島町、旧
岩城町、旧西目町、旧東由利町、旧大
内町に限る）
横手市

浄化槽管理士（番号）
会津勲(60953)
会津充(24703)
熊谷弘(3583)
会津貞夫(7117)

上田仁(7178)
高橋祐幸(7179)
吉田誠(83917)
平澤正樹(49546)
菅原慶悟(84167)
小南晴輝(85349)
奥山大介(76941)
大館市
鈴木光夫(7161)
石代鋼平(7162)
富樫正人(43280)
北林伸也(68667)
小畑一也(50835)
佐々木直樹(68985)
男鹿市（旧男鹿市に限る）、横手市
木村真也(57485)
（旧雄物川町に限る）
木村麗子(65395)
赤間憲一(65435)
男鹿市、仙北市（旧田沢湖町に限
安藤洋(67913)
る）、湯沢市（旧湯沢市に限る）、羽 柿崎力(70405)
後町
成田剛(65257)
中川賢(34888)
戸羽基善(55288)
にかほ市
小野寺満(18329)
杉山信一(46413)
工藤貴浩(56524)
小沼充(76270)
にかほ市
後藤良一(16733)
齋藤誠一(53838)
栗田良(61210)

浄化槽保守点検業登録業者一覧
登録番号 登録年月日 登録期限
名称
75
H29/01/17
R04/01/16 株式会社昭和興業

代表者氏名
主たる事務所所在地
中村稔
由利本荘市石脇字山ノ神11番地1017
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営業所所在地

由利本荘市

営業区域
由利本荘市、にかほ市

浄化槽管理士（番号）
中村朗啓(48078)
山本広幸(55083)
榊原芳朋(59709)
鈴木公一(57050)
白崎和夫(59710）
斉藤栄子(53886)
秋野和弘(65456)
播磨富男(63446)
中村誠(74157)
高野浩人(74681)
柴田康弘(74746)
東海林博幸(75319)
熊谷和人(77309）
嵯峨淑夫(80882)
高橋憲保(83415)
本間透(83414)
細野九八(21869)
鈴木勝(86501)
鈴木敏雄(86502)
中村嘉伸（47907）
佐々木勇（70963）
熊地宜彦（85644）
種市尚悟（85645）
早坂政弘（64616）
安部修（41805）
阿部裕介（70983）
熊本真一（41756）
吉田俊春（56853）
工藤尚志（65142）
福田大（57049）
湯沢市（旧湯沢市）
佐藤康博(75318)
由利本荘市、にかほ市、大仙市（旧大 三浦誠(76069)
曲市、旧神岡町、旧南外村、旧仙北
黒澤武(63447)
町）、湯沢市（旧湯沢市）
大仙市（旧大曲市、旧神岡町、旧南外 金子勝(64409)
村、旧仙北町）
由利本荘市、にかほ市、美郷町（旧仙 池田忠則(73771)
南村）、大仙市（旧大曲市、旧神岡
町、旧南外村、旧仙北町）、湯沢市
（旧湯沢市）

浄化槽保守点検業登録業者一覧
登録番号 登録年月日 登録期限
名称
76
H29/03/06
R04/03/05 有限会社秋田環境保全

代表者氏名
主たる事務所所在地
宇佐美恭平 秋田市新屋豊町4-70
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営業所所在地

秋田市

営業区域
潟上市（旧昭和町、旧飯田川町に限
る）、八郎潟町、井川町、仙北市（旧
角館町、旧田沢湖町に限る）、横手市
（旧横手市に限る）、湯沢市（旧湯沢
市、旧雄勝町に限る）、羽後町

浄化槽管理士（番号）
宇佐見和彦(3582)
ニ部一(29799)
伊藤一(38077)
佐藤進(47638)
澤井裕明(52200)
宇佐美恭平(61038)
佐藤泰子(58733)
横山雄太(78567)
小原 祐樹(86390)

浄化槽保守点検業登録業者一覧
登録番号 登録年月日 登録期限
名称
87
H30/04/28
R05/04/27 有限会社オリエ商会

代表者氏名
主たる事務所所在地
織江廣治 由利本荘市本田仲町106番地

由利本荘市

営業区域
由利本荘市、にかほ市

営業所所在地

89
95

H30/06/23
H28/11/28

R05/06/22 八森衛生社浄化槽維持管理センター
R03/11/27 合資会社稲穂

山崎貴美人 八峰町八森字磯村77-2
後藤悦朗 仙北市角館町田町上丁4-1

八峰町
仙北市

八峰町
仙北市、大仙市（旧中仙町に限る）

106

H30/07/05

R05/07/04 有限会社北浦衛生社

古谷茂男

男鹿市北浦字五輪野49-3

男鹿市

男鹿市

112

H29/09/01

R04/08/31 株式会社小田嶋産業

小田嶋美光 大仙市協和境字苅谷沢43

大仙市

大仙市（旧協和町、旧西仙北町に限
る）

115

H30/08/05

R05/08/04 有限会社おばこ環境清掃

高村宏子

仙北市田沢湖生保内字牛沢70-1

仙北市

仙北市

121

H28/08/19

R03/08/18 株式会社コセキ

古関穣

湯沢市杉沢字戸石崎160-1

湯沢市

湯沢市（旧湯沢市に限る）

124

H28/12/05

R03/12/04 有限会社羽後清掃社

土谷龍彦

羽後町西馬音内字福田18-5

羽後町

羽後町
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浄化槽管理士（番号）
織江廣治(7223)
佐々木秀夫(21868)
西村美佐夫(7168)
渡辺進(58647)
木村耕一（57511)
村井慎吾（80600)
佐藤正利（21309)
山崎貴美人(23345)
髙橋智和(50937)
佐々木健(34839)
藤原満(69384)
古谷茂男(29632)
高桑勉(50941)
古谷喬(63793)
古谷弘樹(75984)
小田嶋美光(28047)
佐藤幸浩(63769)
加藤誠一(67258)
高村宏子(29667)
阿部努(61613)
小田島隆喜(85410)
古関穣(1384)
古関雄大(62101)
中崎利春(32214)
佐藤信也(72620)
土谷龍彦(7103)
安倍忠規(46425)
小澤吉徳(50859)
柴田富雄(55026)
土谷輝彦(59708)
草薙勝(80643)

浄化槽保守点検業登録業者一覧
登録番号 登録年月日 登録期限
名称
126
H28/12/16
R03/12/15 株式会社能代広域清掃

代表者氏名
主たる事務所所在地
武田正利 能代市浅内字上西山97-1

能代市

営業区域
能代市（旧能代市に限る）、八峰町
（旧八森町に限る）

営業所所在地

浄化槽管理士（番号）
武田正利(12267)
佐々木聖(59702)
安部直人(61606)
菊地八州(55027)
秋山慶介(70987)
小林正裕(61607)
細谷和広(74168)
山崎拓真(85385)
工藤壽美(45877)
工藤寿史(75711)
虻川昌寿(63771)
板橋一彦(25539)
小林弘(43180)
明石雄(67570)
野呂豊(85885)
小畑祐喜(72839)
秋山裕介(74153)

127

H28/12/16

R03/12/15 株式会社秋北清掃センター

工藤壽美

大館市早口字深沢岱5-6

大館市

大館市

128

H28/12/20

R03/12/19 有限会社比内衛生社

山脇悦子

大館市比内町扇田字南扇田132

大館市

大館市

129

H28/12/22

R03/12/21 有限会社中仙衛生社

小畑祐喜

大仙市長野字新山46-1

大仙市

仙北市、大仙市（旧中仙町に限る）

132

H29/09/18

R04/09/17 東北公営事業株式会社

武村幸徳

宮城県仙台市泉区根白石字町東26番地の1

秋田市

大仙市（旧神岡町、旧西仙北町、旧協
山崎健一(50958)
和町、旧南外村に限る）
由利本荘市（旧鳥海町、旧矢島町に限
木村章(33745)
る）
潟上市（旧昭和町、旧飯田川町に限
る）

135
136

H26/02/10
H31/02/17

H31/02/09 有限会社天王衛生
R06/02/16 有限会社横手環境管理サービス

櫻庭孝光
佐藤充子

潟上市天王字羽立北野1-163
横手市睦成字関根81

秋7

H29/03/06

R04/03/05 湖東浄化槽管理業務所有限会社

半田和比古 井川町北川尻字海老沢樋ノ口57
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潟上市
横手市

井川町

五城目町、八郎潟町、井川町
潟上市（旧天王町に限る）
横手市(旧横手市、旧山内村に限る）

潟上市（旧昭和町、旧飯田川町に限
る）、井川町、八郎潟町、五城目町

郷内晃(82292)
傳農武(72621)
櫻庭孝光(41759)
佐藤充子(24739)
佐々木敏明(46378)
佐藤忠市(52926)
山本仁(59700)
髙橋香(33038)
藤原修(76927)
蛭川寿春(83336)
半田和比古(43468)
半田鋭(11098)

浄化槽保守点検業登録業者一覧
代表者氏名
登録番号 登録年月日 登録期限
名称
主たる事務所所在地
秋12 H30/04/01
R05/03/31 株式会社ネクスコ・エンジニアリング東 土屋一郎 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-65
北

営業区域

営業所所在地

秋田市

秋13

R02/01/20

R07/01/19 合資会社五城目衛生舎

工藤忠義

南秋田郡五城目町富津内下山内字上広ヶ野 五城目町
181-10

秋14

H29/04/28

R04/04/19 有限会社羽城興業

大塚勝栄

潟上市昭和大久保字北野藤曲小道添52-1

秋15

R02/12/24

R07/12/23 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社

内野一尋

能1

H28/10/07

R03/10/06 有限会社湖北浄化槽

能4
能5

H30/03/18
H28/07/07

能9

浄化槽管理士（番号）

鹿角市、小坂町、能代市（旧能代市に限
大野裕司（46380）
る）、三種町（旧琴丘町に限る）、五城目 吉田泰洋（76783）
町、由利本荘市（旧岩城町に限る）、大仙
柴田和哉（72701）
市（旧大曲市、旧西仙北町、旧協和町に限
る）、横手市（旧横手市、旧十文字町、旧
山内村に限る）、湯沢市（旧湯沢市に限
る）

五城目町、八郎潟町、井川町
五城目町、八郎潟町

工藤幸子(3477)
工藤いおり(46214)
渡部安博(74155)

潟上市

潟上市（旧昭和町、旧飯田川町に限
る）

秋田市

潟上市（旧昭和町に限る）

畠山秀悦

東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコ
ソーレインボータワー
三種町鵜川字谷地の上35

大塚勝栄(7113)
伊東修(82009)
田村嘉英(67414)

三種町

三種町

R05/03/17 株式会社タクト
R03/07/06 有限会社光衛生社

佐藤学
日沼未央

大館市御成町二丁目17番10号
八峰町八森字中浜8-16

能代市
八峰町

藤里町
八峰町

H30/10/02

R05/10/01 株式会社能代清掃センター

大塚勝栄

能代市河戸川字西山下1-6

能代市

能代市、八峰町（旧峰浜村に限る）

横1

H28/04/26

R03/04/25 有限会社伊藤環境サービス

伊藤洋一

横手市十文字町腕越字石倉91-4

横手市

横手市（旧十文字町、旧増田町、旧平
鹿町に限る）

横2

H28/11/28

R03/11/27 ライフケア広域協業組合

土谷龍彦

横手市平鹿町浅舞字福田399-1

横手市

横手市（旧平鹿町、旧十文字町、旧山
内村に限る）、羽後町
横手市（旧雄物川町、旧大森町、旧大
雄村に限る）

館1
湯1

H29/03/30
H28/10/19

R04/03/29 東北ビル管財株式会社
R03/10/18 有限会社成瀬清掃

五十嵐弘悦 大館市片山字中通6番地2
鈴木國男 東成瀬村椿川字下段34-15

大館市
東成瀬村

大館市
東成瀬村

湯3

H26/03/27

H31/03/26 有限会社稲川クリーン社

高橋匡

湯沢市川連町字欠上り14-7

湯沢市

湯沢市（旧稲川町、旧皆瀬村に限る）

湯4

H26/03/27

H31/03/26 有限会社稲川清掃

阿部和人

湯沢市三梨町字飯田掵下15

湯沢市

湯沢市（旧稲川町に限る）
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畠山サキ(7193)
金子浩二(45605)
畠山秀悦(72645)
永井孝信(54848)
日沼カツ子(7137)
日沼公哉(36513)
日沼和雄(7135)
保坂忍(72269)
鈴木幸成（77408）
高橋秀徳（77229）
中田貴博（70644）
大塚徳幸(74708)
長岡智明(75170)
伊藤正(3474)
伊藤啓司(63776)
伊藤洋一(55028)
継田成義(79150)
今野智彦(50832)
佐藤豪(68067)
後藤茂(7216)
佐々木則匡(51953)
髙橋貴洋(83566)
金澤健太郎(35670)
髙橋雅人(69612)
小野寺藤美(50407)
鈴木実(50417)
高橋匡(7107)
佐々木英彦(50834)
後藤力(59655)
宮原辰男(7154)
阿部和人(26405)
後藤好美(43568)
阿部和実(63172)

浄化槽保守点検業登録業者一覧
登録番号 登録年月日 登録期限
名称
湯6
H31/04/01
R06/03/31 株式会社皆瀬清掃

代表者氏名
主たる事務所所在地
沼倉義晴 湯沢市皆瀬山岸69番地1

湯沢市

営業所所在地

北1

H29/07/14

R04/07/13 有限会社宗和

佐藤浩宗

北秋田市木戸石字林袋1番地11

北秋田市

北11

H28/11/28

R03/11/27 株式会社二幸協同黄金社

片岡正

北秋田市米内沢字鶴田岱149-6

北秋田市

本1

H28/12/05

R03/12/04 佐藤衛生

佐藤作男

にかほ市象潟字２丁目塩越90－3

にかほ市

本5

H29/09/21

R04/09/20 三衛クリーンサービス株式会社

遠藤直

にかほ市三森字高田93

にかほ市

本10

H30/07/29

R05/07/28 有限会社金藤興業

齋藤金一

由利本荘市大倉沢字山崎85番地

由利本荘市

本11
由14
由15
由17
由18
仙13

H29/03/29
H28/11/28
H29/01/11
H29/04/13
R02/06/16
H30/06/06

R04/03/28
R03/11/27
R04/01/10
R04/04/12
R07/06/15
R05/06/05

伊藤修治
齋藤幹夫
佐藤英一
小番幸二
中村稔
田澤直子

由利本荘市岩谷町字宝田173-5
にかほ市象潟町字家ノ後172-2
由利本荘市鳥海町伏見字赤渋42-4
由利本荘市矢島町元町字間木173-2
由利本荘市石脇字山ノ神11番地1017昭和ビ
ル2F
美郷町中野字外城167

由利本荘市
にかほ市
由利本荘市
由利本荘市
由利本荘市
美郷町

仙14
仙15

H28/07/07
H29/06/01

R03/07/06 伊藤和夫
R04/05/31 株式会社西原環境

西原

仙16

R02/06/04

R07/06/03 株式会社にしき美掃社

門脇勝

曲7

H29/08/31

曲8

有限会社双葉企画
有限会社サンエス企画
有限会社鳥海産業
有限会社二番サービス
ユニークナ株式会社
株式会社千畑衛生社

大仙市南外村字悪戸野168
幸志 東京都港区海岸三丁目20番20号

大仙市
大仙市

仙北市西木町門屋字大野開96

仙北市

R04/08/30 有限会社ケーシーダブリューコーポレー 高橋恵美
ション

大仙市北楢岡字小路袋253-3

大仙市

H29/09/07

R04/09/06 有限会社神岡衛生社

村上則夫

大仙市神宮寺字神宮寺字中瀬古川敷44-1

大仙市

曲9

H29/10/24

R04/10/23 有限会社さいとう清掃

齋藤卓也

大仙市戸地谷字川前134-2

大仙市

曲11

H28/07/11

R03/07/10 有限会社テピック

照井光夫

仙北市田沢湖町生保内字造道27

仙北市

曲12

H24/07/06

H29/07/05 協和衛生興業

進藤行見

大仙市協和荒川字川前1-5

大仙市
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営業区域
湯沢市（旧皆瀬村に限る）

浄化槽管理士（番号）
沼倉義晴(52928)
沼倉一郎(1169)
沼倉光子(84289)
北秋田市（旧合川町、旧森吉町に限る） 佐藤和徳(82253)
瀬下雄(81070)
北秋田市（旧森吉町、旧合川町に限
船橋聡(30706)
片岡正(30707)
る）、上小阿仁村
佐々木貴洋（76995）
芳賀正洋(80236)
にかほ市
佐藤作男(7101)
佐藤久子(7100)
佐藤信(50036)
にかほ市
佐藤透(69392)
佐々木勝徳(83682)
佐藤泰広(72896)
小島範雄(86515)
佐藤康春(79348)
由利本荘市（旧大内町、旧岩城町に限 齋藤 金一（7134）
る）
齋藤 光春(40900)
由利本荘市（旧大内町に限る）
伊藤修治(7182)
にかほ市
齋藤 幹夫(7092)
由利本荘市（旧鳥海町に限る）
佐藤吉則(52988)
由利本荘市（旧鳥海町に限る）
小番幸二(7166)
由利本荘市、にかほ市
中村稔(7164)
美郷町（旧千畑町に限る）
田澤直子(75693)
高橋孝之(45570)
高橋和弘(50455)
半田龍介(86558)
大仙市（旧南外村区域に限る）
伊藤義信(34848)
由利本荘市（旧東由利町に限る）
相澤順司(39467)
高橋信吾(71005)
仙北市
門脇勝(46379)
藺藤克智(46381)
大仙市（旧神岡町に限る）
髙橋恵美(43317)
髙橋一男(33134)
石神雅是(47938)
大仙市（旧大曲市、旧神岡町に限る） 村上則夫(21308)
高橋秀平(69379)
高橋裕也(74207)
大仙市（旧仙北町に限る）
齋藤鐵藏(7212)
齋藤卓也(50522)
齋藤明美(50521)
仙北市
照井光夫(29131)
照井博彰(54708)
大仙市（旧協和町に限る）
茂木敬次(59066)

