● 熊本県（熊本市を除く）の浄化槽保守点検登録業者一覧

《 2020年5月11日現在 》

【注意】熊本県では、熊本県内市町村のうち熊本市(政令指定市)を除く市町村を営業区域とする保守点検業者を管轄しています。
→ 熊本市内を営業区域とする保守点検業者につきましては、
熊本市役所の環境局資源循環部浄化対策課（電話096-328-2366）にお訊ねいただくか、インターネットで熊本市役所ホームページ「浄化対策課」のページをごらんください。
登録業者名

登録機関

登録
番号

※

郵便
番号

住所

営業区域とする市町村名
（熊本市は対象外です。欄外【注意】をごらんください）

電話番号
※

区域内でも対応できないことがあります、詳細は業者にお訊ねください。

1

県庁下水環境課

(株)松岡清掃公社

(31)29

861-0104 熊本市北区植木町今藤413番地1

096-272-0301

山鹿市(鹿央町)

2

県庁下水環境課

(有)安達商会

(31)46

861-4223 熊本市南区城南町藤山3280番地1

0964-28-6088

宇土市

3

県庁下水環境課

(株)健康舎

(31)66

861-8074 熊本市北区清水本町19番14号

096-343-3511

上天草市(大矢野町),宇城市(小川町),大津町,南阿蘇村,益城町,芦北
町

4

県庁下水環境課

(株)東和

(31)69

861-8041 熊本市東区戸島一丁目8番27号

096-380-6011

大津町

5

県庁下水環境課

(株)協働社

(31)70

861-8035 熊本市東区御領五丁目9番75号

096-389-2720

玉名市,山鹿市(鹿本町),大津町,南阿蘇村,益城町

6

県庁下水環境課

(有)共栄総合メンテナンス

(31)71

860-0048 熊本市西区池上町586番地7

096-356-7639

長洲町

7

県庁下水環境課

武田施設産業(有)

(31)73

861-4111 熊本市南区合志三丁目7番35号

096-357-8876

玉名市,宇土市,阿蘇市,菊陽町,西原村,南阿蘇村,嘉島町

8

県庁下水環境課

川﨑設備(有)

(31)74

860-0055 熊本市西区蓮台寺五丁目3番5号

096-322-2255

八代市(鏡町,千丁町,坂本町,東陽町,泉町を除く区域),玉名市,宇土
市,菊陽町

9

県庁下水環境課

(株)環境総合

(31)79

860-0821 熊本市中央区本山四丁目3番13号

096-325-2911

宇城市,西原村,芦北町

10

県庁下水環境課

(株)九州環境保全

(31)81

861-8030 熊本市東区小山町1647番地1

096-388-0070

御船町

11

県庁下水環境課

(有)山田衛研サービス

(31)87

861-8043 熊本市東区戸島西七丁目2番24号

096-367-9254

玉名市,宇城市（三角町三角浦）,和水町(旧･菊水町),大津町,菊陽町

12

県庁下水環境課

(有)クリーン企画

(31)88

860-0067 熊本市西区城山大塘二丁目3番2号

096-329-3952

山鹿市(鹿央町),天草市(有明町)

13

県庁下水環境課

(有)アクアサービス

(31)111

862-0924 熊本市中央区帯山七丁目12番5号

096-381-7771

八代市(千丁町),水俣市,和水町(旧･菊水町),益城町

14

県庁下水環境課

(有)九州デューク

(31)113

861-4146 熊本市南区富合町榎津1228番地

096-358-2492

宇土市

15

県庁下水環境課

(有)光水メンテナンス

(31)138

861-2118 熊本市東区花立三丁目32番2号

096-369-4682

宇土市,大津町,南阿蘇村,西原村,嘉島町

16

県庁下水環境課

(有)エムアール環境計画

(31)142

862-0941 熊本市中央区出水四丁目36番12号

096-342-4213

八代市(東片町),宇城市(不知火町),大津町,菊陽町,南阿蘇村(旧･長陽
村),嘉島町

17

県庁下水環境課

(有)平成美掃

(2)145

861-0124 熊本市北区植木町石川57番地

096-272-2319

山鹿市(鹿本町,菊鹿町,鹿北町)

18

県庁下水環境課

(資)宇城環境

(30)219

861-4225 熊本市南区城南町東阿高20番地5

0964-26-2220

宇城市(松橋町)

19 熊本県有明保健所

(有)玉名北部環境

(31)8

861-0831 南関町細永1208番地の1

0968-53-3173

南関町,和水町

20 熊本県有明保健所

中央設備工業(株)

(31)25

864-0021 荒尾市一部2157番地４

0968-68-5447

荒尾市

21 熊本県有明保健所

(株)中央環境管理センター

(31)26

864-0021 荒尾市一部2157番地４

0968-68-3317

荒尾市

22 熊本県有明保健所

富髙順次(玉名衛生管理事務所)

(1)123

865-0024 玉名市永徳寺163番地1

0968-74-4571

玉名市

23 熊本県有明保健所

(有)玉名衛生協会

(31)147

865-0023 玉名市大倉337番地1

0968-72-2321

玉名市

24 熊本県有明保健所

有明環境技研(株)

(1)153

869-0301 玉東町大字稲佐154-4

0968-71-4288

玉名市,玉東町

25 熊本県有明保健所

(有)田上総業

(1)203

869-0223 玉名市岱明町中土1059番地の2

0968-57-2011

玉名市

26 熊本県有明保健所

勝本文男(勝山メンテナンス)

(29)208

865-0193

0968-86-4869

和水町

27 熊本県有明保健所

(有)トータルアシスト･ジャパン

(2)215

836-0895 福岡県大牟田市新勝立町四丁目85番地11

0944-51-9339

南関町

【営業所】和水町高野字早菜摘原1080パナソ
ニックプレシジョンデバイス(株)内
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28 熊本県有明保健所

(株)五心環境メンテナンス玉名

(30)239

865-0057 玉名市小浜252番地

0968-72-0155

玉名市

29 熊本県有明保健所

(株)那須商会

(2)241

869-0123 長洲町長洲626-1

0968-78-4141

長洲町

30 熊本県有明保健所

(株)アーステック

(2)250

865-0045 玉名市伊倉南方404-1

0968-72-2962

玉名市,玉東町

31 熊本県有明保健所

佐藤祐介(藤浄化槽メンテナンス)

(2)251

861-0914 【営業所】和水町大字上板楠397番地

0968-34-2972

和水町(旧･三加和町)

32 熊本県有明保健所

アクアテクニカル(株)

(31)253

869-0123 長洲町大字長洲626番地の1

0968-78-4567

長洲町

33 熊本県有明保健所

稲田純一(有明衛研センター)

(31)256

865-0051 【営業所】玉名市繁根木160番地8

0968-72-2476

玉名市

34 熊本県山鹿保健所

(有)山鹿浄化槽管理センター

(31)27

861-0501 山鹿市山鹿522番地

0968-43-7405

山鹿市(旧･山鹿市)

35 熊本県山鹿保健所

(有)高原商会

(30)202

861-0501 山鹿市山鹿522番地

0968-43-2830

山鹿市(鹿本町)

36 熊本県菊池保健所

中野衛生(有)

(31)16

869-1102 菊陽町原水5313番地の3

096-232-0636

菊陽町,益城町

37 熊本県菊池保健所

(有)日野環境

(31)17

869-1233 大津町大字大津132番地

096-293-2156

大津町

38 熊本県菊池保健所

(有)旭総合メンテナンス

(31)30

861-1324 菊池市野間口345番地

0968-25-3645

菊池市のうち泗水地区（一部を除く）以外の区域＜詳細は管轄保健所
にご確認ください＞

39 熊本県菊池保健所

(株)セイブクリーン

(31)31

861-1104 合志市御代志1538番地1

096-242-0059

合志市、菊池市のうち泗水地区（一部を除く）＜詳細は管轄保健所に
ご確認ください＞

40 熊本県菊池保健所

(有)日本バイオ

(31)32

861-1201 菊池市泗水町吉富173-37

0968-38-4530

合志市,大津町,南小国町

41 熊本県阿蘇保健所

(有)阿蘇管理センター

(31)15

869-2235 阿蘇市狩尾917番地

0967-32-1500

阿蘇市,南阿蘇村,高森町,西原村,小国町,南小国町,産山村

42 熊本県阿蘇保健所

(有)上村商会

(1)97

869-1404 南阿蘇村大字河陽3958番地の2

0967-67-0154

阿蘇市,産山村,高森町,南阿蘇村,西原村

43 熊本県阿蘇保健所

(有)大阿蘇清掃社

(1)258

861-2403 阿蘇郡西原村大字布田834番地155

096-279-3220

阿蘇市,産山村,高森町,西原村,南阿蘇村

44 熊本県阿蘇保健所

(有)あそ清掃社

(2)109

869-2612 阿蘇市一の宮町宮地1438番地の2

0967-22-0572

阿蘇市,産山村,南阿蘇村,西原村,高森町

45 熊本県阿蘇保健所

(有)高野商会

(30)130

869-2501 小国町大字宮原1495番地の6

0967-46-4006

小国町,南小国町

46 熊本県阿蘇保健所

(有)財津総業

(31)139

869-2501 小国町大字宮原2650番地の5

0967-46-2819

小国町,南小国町

47 熊本県御船保健所

安永興業(有)

(30)201

861-3913 山都町今496番地1

0967-83-0325

山都町

48 熊本県御船保健所

(株)みずほ環境公社

(30)220

861-3543 山都町上寺1666番地1

0967-72-4649

山都町

49 熊本県御船保健所

米村衛生(有)

(30)221

861-4603 甲佐町大字仁田子263番地

096-234-0308

甲佐町

50 熊本県御船保健所

(有)甲佐衛生社

(31)224

861-4607 甲佐町豊内2109番地

096-234-1217

甲佐町

51 熊本県御船保健所

(有)御船健康社

(31)225

861-3203 御船町大字高木1053番地

096-282-1712

御船町

52 熊本県御船保健所

(有)御船清掃公社

(31)226

861-3202 御船町大字小坂2683番地1

096-282-6250

御船町

53 熊本県御船保健所

(有)出崎商会

(31)227

861-2231 益城町大字安永404番地14

096-286-2408

益城町

54 熊本県御船保健所

(有)御船綜合管理

(31)228

861-3204 御船町大字木倉819番地1

096-282-1551

御船町

55 熊本県御船保健所

下田信二(矢部町浄化槽管理センター)

(31)229

861-3513 【営業所】山都町下市59-2

0967-72-4465

山都町

2/4

● 熊本県（熊本市を除く）の浄化槽保守点検登録業者一覧

《 2020年5月11日現在 》

【注意】熊本県では、熊本県内市町村のうち熊本市(政令指定市)を除く市町村を営業区域とする保守点検業者を管轄しています。
→ 熊本市内を営業区域とする保守点検業者につきましては、
熊本市役所の環境局資源循環部浄化対策課（電話096-328-2366）にお訊ねいただくか、インターネットで熊本市役所ホームページ「浄化対策課」のページをごらんください。
登録業者名

登録機関

登録
番号

※

郵便
番号

住所

営業区域とする市町村名
（熊本市は対象外です。欄外【注意】をごらんください）

電話番号
※

区域内でも対応できないことがあります、詳細は業者にお訊ねください。

56 熊本県御船保健所

(有)高宮建設

(1)230

861-3511 山都町入佐2514-1

0967-72-2145

山都町

57 熊本県御船保健所

(有)米満商会

(1)232

861-3101 嘉島町大字鯰1243番地

096-237-0112

嘉島町

58 熊本県御船保健所

(有)大谷清掃公社

(29)235

861-3451 山都町金内165番地

0967-75-0658

山都町

59 熊本県宇城保健所

(有)砥用衛生社

(31)12

861-4723 美里町境372番地の2

0964-47-0308

美里町(旧･砥用町)

60 熊本県宇城保健所

(有)小川清掃

(31)13

869-0633 宇城市小川町新田1990番地の2

0964-43-0471

宇城市(小川町)

61 熊本県宇城保健所

(株)松清

(2)42

869-0542 宇城市松橋町豊崎2104

0964-33-4659

宇城市(松橋町)

62 熊本県宇城保健所

(有)三角環境

(31)44

869-3205 宇城市三角町波多3033番地3

0964-52-4150

宇城市(三角町)

63 熊本県宇城保健所

(株)オカムラ

(1)101

869-0532 宇城市松橋町久具1948-1

0964-33-0131

宇城市(松橋町,不知火町,豊野町)

64 熊本県宇城保健所

(有)新和

(2)110

869-3204 宇城市三角町中村218-1

0964-53-0121

宇城市(三角町)

65 熊本県宇城保健所

(有)大東工業

(1)125

869-0534 宇城市松橋町西下郷813番地の1

0964-32-1211

宇土市,宇城市(松橋町,小川町),美里町(旧･砥用町)

66 熊本県宇城保健所

(有)江口衛生社

(1)140

869-0407 宇土市松原町391番地

0964-22-0389

宇土市

67 熊本県宇城保健所

(有)宇土環境

(31)148

869-0419 宇土市新松原町213番地

0964-22-5493

宇土市

68 熊本県宇城保健所

(有)ティ･エム･カンパニー

(30)244

869-0511 宇城市松橋町曲野3532番地1

0964-34-0200

宇城市(松橋町当尾校区,松橋町豊福校区,不知火町,豊野町),美里町
(旧･中央町)

69 熊本県宇城保健所

(株)美里環境

(31)247

861-4403 美里町中郡2104番地1

0964-46-3228

美里町(旧･中央町)

70 熊本県八代保健所

協業組合八代清掃公社

(31)1

866-0014 八代市高島町4277番地

0965-33-5145

八代市(鏡町,千丁町,坂本町,東陽町,泉町を除く)

71 熊本県八代保健所

(有)八代郡浄化槽管理センター

(31)2

869-4213 八代市鏡町有佐961番地

0965-52-2315

八代市(鏡町,千丁町,坂本町,東陽町,泉町),氷川町

72 熊本県八代保健所

(株)八代美研

(31)3

866-0884 八代市松崎町285番地の1

0965-35-3785

八代市(鏡町,千丁町,坂本町,東陽町,泉町を除く)

73 熊本県八代保健所

(株)イケダ

(31)4

869-4202 八代市鏡町内田860番地

0965-52-1405

八代市(鏡町)

74 熊本県八代保健所

(有)浄化槽維持管理センター

(31)5

866-0014 八代市高島町4279番地4

0965-31-6711

八代市(鏡町,千丁町,坂本町,東陽町,泉町を除く)

75 熊本県八代保健所

田﨑誠(タサキ浄化槽)

(31)7

866-0815 【営業所】八代市長田町2810番地1

0965-35-8403

八代市(旧･八代市)

76 熊本県八代保健所

西日本高速道路エンジニアリング九州(株) (31)84

810-0073 福岡市中央区舞鶴一丁目2番22号

092-771-0831

【熊本支店】八代市,宇城市,和水町,南関町,御船町,甲佐町,山江村

77 熊本県八代保健所

(株)大環

(1)150

866-0855 八代市袋町1番45号いずみビル2階

0965-35-2858

八代市(旧･八代市,鏡町,千丁町)

78 熊本県八代保健所

中道和子

(2)252

866-0034 【営業所】八代市新港町三丁目2-10

0965-34-2125

八代市(鏡町,千丁町,坂本町,東陽町,泉町を除く)

79 熊本県水俣保健所

(株)吉永商会

(31)49

867-0035 水俣市月浦54番地の110

0966-63-6272

【芦北支店】芦北町,津奈木町

80 熊本県水俣保健所

(株)城南クリーン

(31)137

869-5305 芦北町大字田浦町455番地１

0966-87-0036

芦北町,津奈木町

81 熊本県水俣保健所

南部環境(株)

(29)153

867-0035 水俣市月浦367番地1

0966-63-6144

水俣市

82 熊本県水俣保健所

(有)諫山産業

(29)207

869-5603 津奈木町大字岩城2025番地8

0966-78-4311

津奈木町

83 熊本県水俣保健所

(有)五代産業

(30)211

869-5601 津奈木町大字千代342番地１

0966-78-5033

芦北町,津奈木町

84 熊本県水俣保健所

(株)環境総合技術センター

(30)255

867-0066 水俣市古賀町二丁目12番7号

0966-63-1175

水俣市,津奈木町
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● 熊本県（熊本市を除く）の浄化槽保守点検登録業者一覧

《 2020年5月11日現在 》

【注意】熊本県では、熊本県内市町村のうち熊本市(政令指定市)を除く市町村を営業区域とする保守点検業者を管轄しています。
→ 熊本市内を営業区域とする保守点検業者につきましては、
熊本市役所の環境局資源循環部浄化対策課（電話096-328-2366）にお訊ねいただくか、インターネットで熊本市役所ホームページ「浄化対策課」のページをごらんください。
登録機関

登録業者名

登録
番号

※

郵便
番号

住所

営業区域とする市町村名
（熊本市は対象外です。欄外【注意】をごらんください）

電話番号
※

区域内でも対応できないことがあります、詳細は業者にお訊ねください。

85 熊本県人吉保健所

(有)球磨衛生設備管理公社

(31)50

868-0501 多良木町大字多良木2777番地

0966-42-2614

水上村,湯前町,多良木町,あさぎり町,錦町

86 熊本県人吉保健所

人吉衛生設備管理(有)

(31)51

868-0026 人吉市合ノ原町417番地の2

0966-22-5200

人吉市,球磨村

87 熊本県人吉保健所

(有)はと衛生社

(31)52

868-0022 人吉市願成寺町676番地の2

0966-23-2242

人吉市,相良村,山江村,五木村

88 熊本県天草保健所

大日本清掃(有)

(31)53

863-0002 天草市本渡町本戸馬場2340番地7

0969-24-2811

天草市(旧･本渡市)

89 熊本県天草保健所

天草設備(株)

(31)55

863-2171 天草市佐伊津町3413番地の9

0969-23-1241

天草市(旧･本渡市)

90 熊本県天草保健所

天草ビル管理(株)

(31)56

863-0001 天草市本渡町広瀬176番地8

0969-24-0154

上天草市(大矢野町,松島町,龍ヶ岳町),天草市(旧･本渡市,旧・牛深
市,有明町,倉岳町,栖本町,新和町,五和町,天草町,河浦町)

91 熊本県天草保健所

保清衛生(有)

(31)57

861-6102 上天草市松島町合津4417番地2

0969-56-2985

上天草市(松島町)

92 熊本県天草保健所

(有)山下衛生社

(31)58

866-0102 上天草市姫戸町二間戸3862-70

0969-58-2218

上天草市(姫戸町,龍ヶ岳町)

93 熊本県天草保健所

(有)海老本電設

(31)59

861-6402 天草市倉岳町棚底2563番地1

0969-64-2307

天草市(倉岳町)

94 熊本県天草保健所

(有)苓北浄化槽管理センター

(31)60

863-2505 苓北町内田308番地の1

0969-35-0564

苓北町

95 熊本県天草保健所

綜合環境保全(有)

(31)61

863-2502 苓北町上津深江1299番地

0969-37-0524

【天草支店】上天草市,天草市(御所浦町を除く),苓北町

96 熊本県天草保健所

(有)牛深環境整備センター

(31)63

863-1901 天草市牛深町1705番地

0969-72-6202

天草市(旧･牛深市)

97 熊本県天草保健所

連川仁視(連川設備)

(31)91

869-3601 上天草市大矢野町登立9360番地

0964-56-2912

上天草市(大矢野町)

98 熊本県天草保健所

(有)九州バイオ工業

(31)117

863-2507 苓北町富岡3632番地1

0969-35-0709

上天草市,天草市,苓北町

99 熊本県天草保健所

(株)熊本メンテナンス

(31)119

869-3601 上天草市大矢野町登立3355番地1

0964-56-5511

【本社/天草営業所】上天草市(大矢野町),天草市(有明町,御所浦町,
倉岳町,栖本町)

100 熊本県天草保健所

(有)河浦環境清掃公社

(30)131

863-1202 天草市河浦町河浦4897番地の2

0969-76-0611

天草市(河浦町)

101 熊本県天草保健所

(株)大栄クリーン工業

(31)133

863-2114 天草市五和町城河原一丁目2795番地2

0969-34-0489

天草市(新和町,五和町)

102 熊本県天草保健所

(有)丸野衛生社

(29)144

863-2804 天草市天草町高浜南171-1

0969-42-0077

天草市(天草町,河浦町)

103 熊本県天草保健所

(資)福島電気商会

(2)216

863-1901 天草市牛深町1613番地の3

0969-72-3151

天草市(旧･牛深市)

104 熊本県天草保健所

山本イツ子(山本設備工業)

(30)218

866-0203 上天草市龍ヶ岳町樋島239番地

0969-62-1381

上天草市(龍ヶ岳町)

105 熊本県天草保健所

(有)河浦衛生

(30)246

863-1202 天草市河浦町河浦1948番地

0969-76-0128

天草市(河浦町)
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