
R４年度第１回認定後

認定者所在地 優良認定番号

代表者名

ホームページアドレス

徳島県徳島市東沖洲一丁目１２番地 第１９０３０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3610028698号

旭　浩司 産業廃棄物処分業 第3620028698号

http://www.ecoasahi.com/ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第3660028698号

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=636771

徳島県徳島市飯谷町枇杷の久保１３番地４ 第２１０３０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600013089号

漆原　本晴 産業廃棄物処分業 第3620013089号

http://www.asahiore.co.jp/

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85113

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１番地 第２１０３０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600000503号

中西　広幸

http://www.asahipretec.com/ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第3650000503号

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60025

愛媛県新居浜市新田町三丁目１番３９号 第２１０３０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600003515号

加藤　和宏

http://egs21.co.jp/ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第3650003515号

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60219

徳島県徳島市徳島本町二丁目１６番地 第２１０３０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600018043号

中山　満 産業廃棄物処分業 第3620018043号

http://www.sankoclean-sc.co.jp/

阿波市吉野町五条字北原４５２番地の１ 第２１０３０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3610063103号

佐藤　るみ 産業廃棄物処分業 第3620063103号

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=219421 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第3650063103号

徳島県徳島市城東町一丁目１番５号 第２１０３０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600004137号

東條 智之 産業廃棄物処分業 第3640004137号

http://www.tojo-co.com/company/

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=84434

徳島県徳島市丈六町森ノ木９番地１ 第２１０３０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600009397号

新田　国男 産業廃棄物処分業 第3620009397号

http://tokushimakikai.com/

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=76318

徳島県優良産業廃棄物処理業者認定制度　優良認定業者一覧（区分別　50音順）

認定
区分

認定者名
産業廃棄物処理業

許可の種類
（徳島県の許可）

産業廃棄物処理業
許可番号

（徳島県の許可）優良認定期間

3 アサヒプリテック㈱ 令和４年３月１２日から
令和７年３月１１日まで

3 ㈱イージーエス 令和３年９月７日から
令和６年９月６日まで

3 ㈱旭金属 令和２年３月１３日から
令和５年３月１２日まで

3 旭鉱石㈱ 令和３年９月７日から
令和６年９月６日まで

3 東條商事㈱ 令和３年９月７日から
令和６年９月６日まで

3 ㈱徳島機械センター 令和４年３月１２日から
令和７年３月１１日まで

3 ㈱三幸クリーンサービスセンター 令和４年３月１２日から
令和７年３月１１日まで

3 四国合同通運㈱ 令和４年３月１２日から
令和７年３月１１日まで
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徳島県優良産業廃棄物処理業者認定制度　優良認定業者一覧（区分別　50音順）

認定
区分

認定者名
産業廃棄物処理業

許可の種類
（徳島県の許可）

産業廃棄物処理業
許可番号

（徳島県の許可）優良認定期間

徳島県阿波市阿波町五明１４１番地の１ 第２１０３０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600033928号

美馬　豊 産業廃棄物処分業 第3620033928号

http://www14.plala.or.jp/mm-to/toku/

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=27632

徳島県徳島市入田町月ノ宮７４番地２ 第２１０３０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600122310号

板東　昭 産業廃棄物処分業 第3620122310号

http://www.bandocreate.com/

徳島県徳島市入田町月ノ宮７４番地２ 第２１０３０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600011861号

板東　昭 

http://www.bandoremake.com/

徳島県徳島市昭和町八丁目２７番地 第２１０３０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3610038780号

三木　康弘 産業廃棄物処分業 第3620038780号

http://www.sansi.co.jp/ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第3650038780号

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=31926

第３区分：産業廃棄物の適正処理及び環境問題等に、特に積極的に取り組んでいる処理業者

第２区分：産業廃棄物の適正処理に積極的に取り組み、環境問題等にも取り組んでいる処理業者

第１区分：産業廃棄物の適正処理に積極的に取り組んでいる処理業者

3 バンドウリメーク㈱ 令和３年９月７日から
令和６年９月６日まで

3 三木資源㈱ 令和３年９月７日から
令和６年９月６日まで

3 徳島リサイクル工業㈱ 令和３年９月７日から
令和６年９月６日まで

3 バンドウクリエート㈱ 令和３年９月７日から
令和６年９月６日まで
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徳島県名西郡石井町高川原字天神１７７番地の３ 第２１０２０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600030352号

榊　冨士子

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=781950

徳島県徳島市渋野町楠木野旗９番地 第２００２０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600075562号

荒木　美博 産業廃棄物処分業 第3620075562号

http://wwwd.pikara.ne.jp/araki/

徳島県吉野川市鴨島町鴨島151番地の1 第２１０２０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3610036720号

樫本　生子 産業廃棄物処分業 第3620036720号

https://www.awabarasu.com/property.html

徳島県徳島市西新浜町二丁目２２番地 第２１０２０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600073601号

太田　八惠子 産業廃棄物処分業 第3620073601号

http://wwwe.pikara.ne.jp/kkoota/

徳島県阿波市阿波町北正広１８３番地 第１９０２０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600103432号

大塚　剛 産業廃棄物処分業 第3620103432号

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=517148

徳島県徳島市国府町和田字表1番地の7 第２１０２０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600028511号

折口　靖幸 産業廃棄物処分業 第3620028511号

https://origuchigumi.co.jp/

徳島県名西郡石井町高川原字高川原１６９６番地の１ 第２２０２０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600030707号

福生　和宏 産業廃棄物処分業 第3620030707号

http://www.shikoku-r.com/

徳島県名西郡石井町藍畑字西覚円９４１番地 第２００２０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600066258号

尾関　真司 産業廃棄物処分業 第3620066258号

http://wwwi.netwave.or.jp/~tsuzaki/

2 ㈱折口組 令和４年３月１２日から
令和７年３月１１日まで

2 四国リサイクル㈱ 令和４年９月３０日から
令和７年９月２９日まで

2 津崎興産㈲ 令和２年９月３０日から
令和５年９月２９日まで

2 阿波バラス㈱ 令和４年３月１２日から
令和７年３月１１日まで

2 ㈱オオタ 令和４年３月１２日から
令和７年３月１１日まで

2 ㈲大塚クリーンリネス 令和２年３月１３日から
令和５年３月１２日まで

2 ㈲あけぼの清掃 令和３年９月７日から
令和６年９月６日まで

2 ㈲荒木商店 令和２年９月３０日から
令和５年９月２９日まで
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徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓２７７番地 第２１０２０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600053128号

宮崎　英治

https://wwwi.netwave.or.jp/~tokken/top.html

徳島県徳島市国府町矢野708番地 第２１０２０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3610009401号

堤　堅治 産業廃棄物処分業 第3620009401号

http://www.tokuyu-sangyo.co.jp

徳島県阿南市橘町南新田１０番地２９ 第２１０２０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600056884号

平尾　勲雄 産業廃棄物処分業 第3620056884号

http://www.nittoku-anan.com

徳島県徳島市応神町東貞方字西川淵８７番地２ 第２００２０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600145653号

中川　幸彦 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第3650145653号

http://hikarientecs.jp/

徳島県徳島市東沖洲二丁目３５番地 第２１０２０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600011863号

藤田　實 産業廃棄物処分業 第3620011863号

http://www.fujigen.jp/

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=09204

徳島県吉野川市鴨島町鴨島６５２番地の１ 第２２０２０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3601054631号

木村　精伯 産業廃棄物処分業 第3621054631号

http://www.08-kimura.com/

徳島県徳島市川内町平石夷野35番地の1 第２１０２０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600051619号

丸山　修平 産業廃棄物処分業 第3620051619号

http://www.eco-maruwa.com/

徳島県鳴門市大麻町三俣字津久田６１番地１ 第１９０２０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600030708号

宮﨑　健治 産業廃棄物処分業 第3620030708号

http://mkc3839.co.jp/

2 マルワ環境㈱ 令和４年３月１２日から
令和７年３月１１日まで

2 徳建産業㈲ 令和４年３月１２日から
令和７年３月１１日まで

2 ㈲光エンテックス 令和２年９月３０日から
令和５年９月２９日まで

2 ㈱フジゲン 令和４年３月１２日から
令和７年３月１１日まで

2 ㈲徳雄産業 令和３年９月７日から
令和６年９月６日まで

2 ㈱日徳 令和３年９月７日から
令和６年９月６日まで

2 ㈱丸八木村商店 令和４年９月３０日から
令和７年９月２９日まで

2 宮﨑基礎建設㈱ 令和２年３月１３日から
令和５年３月１２日まで
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（徳島県の許可）優良認定期間

徳島県徳島市津田海岸町１１３６番地２ 第２１０２０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600003144号

若木　穂 産業廃棄物処分業 第3620003144号

http://kaitaigyou.com/

徳島県徳島市中前川町五丁目１番地の２５４ 第２１０２０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600046266号

吉武　恭介 産業廃棄物処分業 第3620046266号

http://wakou-cs.co.jp

徳島県阿南市下大野町太平２６７番地の３ 第２２０２０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600003646号

遠藤　和紀 産業廃棄物処分業 第3620003646号

http://www.tokushima-sanpai.org/refreshanan/

第３区分：産業廃棄物の適正処理及び環境問題等に、特に積極的に取り組んでいる処理業者

第２区分：産業廃棄物の適正処理に積極的に取り組み、環境問題等にも取り組んでいる処理業者

第１区分：産業廃棄物の適正処理に積極的に取り組んでいる処理業者

2 ㈲若木建設 令和４年３月１２日から
令和７年３月１１日まで

2 ワコウクリーンサービス㈱ 令和４年３月１２日から
令和７年３月１１日まで

2 ㈲リフレッシュ阿南 令和４年９月３０日から
令和７年９月２９日まで
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徳島県小松島市赤石町4番13号 第２１０１０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600046877号

藤原　慎平 産業廃棄物処分業 第3620046877号

https://kanemura.co.jp/service/business/

徳島県阿南市羽ノ浦町中庄川ノ東１６７番地３ 第１９０１０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600103674号

川瀬　純平

http://hanoura-kankyo.sakura.ne.jp/

徳島県徳島市不動東町三丁目９０２番地の２ 第２１０１０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3610004416号

岸　小三郎 産業廃棄物処分業 第3620004416号

http://www.shikoku-medical.jp/company.html 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第3650004416号

特別管理産業廃棄物処分業 第3670004416号

徳島県徳島市応神町吉成字前須２７番地９ 第２１０１０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600053791号

八幡　康一

https://www.km-yahata.com

徳島県徳島市津田海岸町2番90号 第２１０１０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600132291号

山本　宏典 産業廃棄物処分業 第3620132291号

http://www.tokushima-kousan.co.jp/index.html

徳島県板野郡板野町大寺字岡ノ前１５５番地の３ 第１９０１０２号 産業廃棄物収集運搬業 第3600037298号

松浦　惠 産業廃棄物処分業 第3620037298号

http://www.matuura-kk.jp/

徳島県徳島市南島田町三丁目２１番地１ 第２００１０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3610013376号

岡山　清治 産業廃棄物処分業 第3620013376号

http://www.tokushima-sanpai.org/midori/

徳島県徳島市津田西町二丁目４番２１ 第２００１０１号 産業廃棄物収集運搬業 第3600135183号

東　喜久 産業廃棄物処分業 第3620135183号

http://www.muse-recycle.com/

第３区分：産業廃棄物の適正処理及び環境問題等に、特に積極的に取り組んでいる処理業者
第２区分：産業廃棄物の適正処理に積極的に取り組み、環境問題等にも取り組んでいる処理業者
第１区分：産業廃棄物の適正処理に積極的に取り組んでいる処理業者

1 ㈲金村商店 令和４年３月１２日から
令和７年３月１１日まで

1 ㈲徳島興産 令和４年３月１２日から
令和７年３月１１日まで

1
岸　小三郎
（四国メディカルトリートメントセン
ター，正和産業）

令和３年９月７日から
令和６年９月６日まで

1 ㈲ケイエムヤハタ 令和３年９月７日から
令和６年９月６日まで

1
川瀬　純平
（羽ノ浦環境サービス） 令和２年３月１３日から

令和５年３月１２日まで

1 ミューズ㈱ 令和２年９月３０日から
令和５年９月２９日まで

1 松浦開発興業㈱ 令和２年３月１３日から
令和５年３月１２日まで

1 ㈲みどり清掃 令和２年９月３０日から
令和５年９月２９日まで
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