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１ 一般廃棄物（ごみ）処理（収集運搬及び処分）業者等一覧（令和２年４月１日現在） 

(１) 委託業者 

① 家庭ごみ収集運搬業務及びプラスチック製容器包装収集運搬業務 

委託区分 受託業者 所在地 

青葉区（宮城地区除く） 
(株)公害処理センター 若林区中倉 3-9-26 

(株)宮城衛生環境公社 青葉区熊ケ根字野川 26-6 

宮城野区 
(株)公害処理センター 若林区中倉 3-9-26 

(株)サイコー 宮城野区岩切分台 1-8-4 

若林区 (協業)仙台清掃公社 宮城野区日の出町 1-7-15 

太白区（秋保地区除く） 
(株)宮城衛生環境公社 青葉区熊ケ根字野川 26-6 

(株)公害処理センター 若林区中倉 3-9-26 

泉区 (株)泉 泉区実沢字清水田 78 

宮城・秋保地区 (株)宮城衛生環境公社 青葉区熊ケ根字野川 26-6 

 

② 缶・びん・ペットボトル等収集運搬業務 

委託区分 受託業者 所在地 

青葉区・太白区 
(株)仙台市環境整備公社 泉区松森字阿比古 7-1 

宮城野区・若林区 

泉区 (株)泉 泉区実沢字清水田 78 

 

③ 紙類収集運搬業務 

委託区分 受託業者 所在地 

青葉区（宮城地区除く） (株)宮城衛生環境公社 青葉区熊ケ根字野川 26-6 

宮城野区 (株)公害処理センター 若林区中倉 3-9-26 

若林区 (協業)仙台清掃公社 宮城野区日の出町 1-7-15 

太白区（秋保地区を除く） (株)宮城衛生環境公社 青葉区熊ケ根字野川 26-6 

泉区 (株)泉 泉区実沢字清水田 78 

宮城・秋保地区 (一社)仙台市集団資源回収業者協議会 青葉区愛子東 1-4-48 

 

④ 粗大ごみ収集運搬業務 

委託区分 受託業者 所在地 

青葉区・宮城野区・若林区・太

白区（宮城・秋保地区を除く） 
仙台五陽環境(株) 青葉区郷六字舘 56-6 

泉区 (株)泉 泉区実沢字清水田 78 

宮城・秋保地区 (株)宮城衛生環境公社 青葉区熊ケ根字野川 26-6 

 

⑤ 資源回収庫布類収集運搬業務 

回収対象 受託業者 所在地 

資源回収庫（37か所） (一社)仙台市集団資源回収業者協議会 青葉区愛子東 1-4-48 
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⑥ 缶・びん・ペットボトル等選別業務 

受託業者 施設名（搬入先） 所在地 

(株)仙台市環境整備公社 
松森資源化センター 泉区松森字阿比古 7-1 

葛岡資源化センター 青葉区郷六字葛岡57-1 

 

⑦ プラスチック製容器包装選別業務 

受託業者 施設名（搬入先） 所在地 

J＆Ｔ環境(株) プラスチックベール化施設 宮城野区港 1-6-1 

 

(２) 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業許可業者 

事業者名称 所在地 品目等 

(株)泉 泉区実沢字清水 78 
臨時ごみ、家電４品目、家庭用使用済みパソ

コン、事業ごみ（地域限定）、し尿 

(株)エス・ケイ・デイ 神奈川県平塚市四之宮 1-8－56 道路清掃（中間処理後）、路面清掃 

改正環境整備(株) 若林区六丁の目西町 8－22 事業ごみ（排出者限定） 

(株)環境施設 宮城野区小田原 2-1-35 2F 路面清掃 

グリーンリサイクル(株) 富谷市成田 9-3-5 事業系木くず 

(株)ケンセイ 太白区西中田 4-12-32 路面清掃 

(株)公害処理センター 若林区中倉 3-9-26 

臨時ごみ、家電４品目、家庭用使用済みパソ

コン、事業ごみ（地域限定・排出者限定）、

汚泥（私設下水に限る）、し尿 

(株)サイコー 宮城野区岩切分台 1-8-4 
事業系木くず、事業ごみ（排出者限定）、事

業系ペットボトル 

(株)さとう総業 泉区七北田字朴木沢 93-1 路面清掃 

(株)昭和羽前建設工業 青葉区木町 17-15 事業系木くず 

(株)ジェイネックス 泉区明通 2-80 汚泥、事業系食品廃棄物 

新日本ロードメンテナンス(株)  東京都世田谷区玉川台 2-1-15 路面清掃 

スバル興業(株) 東京都千代田区有楽町 1-10-1 路面清掃 

仙台環境開発(株) 青葉区二日町 2‐27 事業系木くず 

(協業)仙台清掃公社 宮城野区日の出町 1－7－15 

臨時ごみ、家電４品目、家庭用使用済みパソ

コン、事業ごみ（地域限定・排出者限定・富

谷市）、汚泥（浄化槽汚泥を除く）、し尿 

(株)仙台リサイクルセンター 泉区根白石字福沢後 1-1 
事業ごみ（排出者限定）、事業系木くず、事

業系ペットボトル 

東北鉄道運輸(株) 太白区郡山 6‐1‐39 事業ごみ（排出者限定） 

日本ハイウエイ・サービス(株) 東京都新宿区西新宿 6-6-3 路面清掃 

日本ロード・メンテナンス(株) 東京都港区芝浦 4-17-4 路面清掃 

(株)ハイウエイとうほく 泉区永和台 35-1 路面清掃 

長谷川建設(株) 宮城野区新田 1-16-14 路面清掃 

(株)東日本プラシス 宮城野区扇町 1-6-16 事業ごみ（排出者限定） 

(株)宮城衛生環境公社 青葉区熊ケ根字野川 26-6 

臨時ごみ、家電４品目、家庭用使用済みパソ

コン、事業ごみ（地域限定・排出者限定）、

汚泥（脱水汚泥を除く）、し尿 
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事業者名称 所在地 品目等 

(株)宮城公害処理 若林区三本塚字荒谷 85 
汚泥（脱水汚泥を除く）、し尿、事業系木く

ず 

守屋運輸(株) 岩沼市阿武隈 2-4-6 事業系木くず 

(株)ログ 群馬県太田市西新町 13－3 事業系木くず 

 

(３) 一般廃棄物（ごみ）処分業許可業者 

事業者名称 処理方法 品目等 

(株)泉 
圧縮梱包 廃プラスチック類 

圧縮 缶 

(株)エス・ケイ・ディ 脱水 道路清掃ごみ 

(株)サイコー 

破砕 木くず、機密書類 

圧縮梱包 紙くず、廃プラスチック類 

圧縮 缶 

破砕（移動式） 機密書類 

(株)佐彦 

破砕 木くず、廃プラスチック類 

破砕・圧縮固化 紙くず、木くず、廃プラスチック類 

圧縮梱包 
紙くず、木くず、廃プラスチック類、 

金属くず 

(株)昭和羽前建設工業 破砕 木くず 

(株)ジェイネックス 

バイオガス発酵 食品廃棄物、汚泥 

堆肥化 汚泥、食品廃棄物 

脱水 汚泥 

飼料化 食品廃棄物 

鈴木工業(株) 
脱水 汚泥 

焼却 汚泥 

仙台環境開発(株) 破砕 木くず 

(協)仙台清掃公社 

選別 缶、びん、ペットボトル 

圧縮梱包 廃プラスチック類 

圧縮 缶 

(株)仙台リサイクルセンター 

圧縮梱包 
紙くず、繊維くず、金属くず、 

廃プラスチック類 

破砕 
紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガ

ラスくず、廃プラスチック類 

全環衛生事業協同組合 脱水 汚泥 

ナイスクリーン(株) 
破砕（移動式） 伐採木等 

破砕（固定式） 伐採木等 

(株)宮城公害処理 破砕 木くず 

横浜金属商事(株) 破砕 パーソナルコンピューター 

(株)ログ 破砕 木くず 
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事業者名称 処理方法 品目等 

守屋運輸(株) 破砕 剪定枝等 

三洋商事(株) 破砕 パーソナルコンピューター 

（株）ステップスナイン 圧縮梱包 紙くず、木くず、缶、ペットボトル 

 

 

２ 一般廃棄物（し尿等）処理（収集運搬及び処分）業者等一覧（令和２年４月１日現在） 

(１) 委託業者 

① し尿収集運搬業務 

地区名 受託業者 所在地 

青葉区・宮城野区・若林区・太白区 

（宮城地区・秋保地区を除く） 

(協)仙台清掃公社 宮城野区日の出町 1-7-15 

(株)仙台アメニティセンター 泉区南中山 1-31－2 

青葉区・若林区・太白区 

（宮城地区・秋保地区を除く） 
(株)公害処理センター 若林区中倉三丁目 9-26 

泉区 (株)泉 泉区実沢字清水田 78 

宮城地区 

(株)宮城衛生環境公社 青葉区熊ケ根字野川 26-6 

(株)宮城公害処理 若林区三本塚字荒谷 85 

㈲宮広清掃社 青葉区愛子中央 3-16-1 

宮城地区・秋保地区 鈴木工業(株) 若林区卸町東 5-3-28 

 

② し尿後方輸送業務 

地区名 受託業者 所在地 

今泉・松森・ 

秋保貯留槽～南蒲生環境センター 

丸久(株) 宮城野区中野字寺前 83-1 

秋保貯留槽～南蒲生環境センター 
鈴木工業(株) 若林区卸町東 5-3-28 

(株)宮城衛生環境公社 青葉区熊ケ根字野川 26-6 

 

(２) 一般廃棄物（し尿等）収集運搬業許可業者（再掲含む） 

事業者名 所在地 品目等 

(株)泉 泉区実沢字清水田 78 

臨時ごみ、家電４品目、家庭用使用済

みパソコン、事業ごみ（地域限定）、し

尿 

(株)泉興業 泉区上谷刈字北河原 67 汚泥（脱水汚泥を除く） 

いずみ清掃(株) 泉区南光台 1-14-10 汚泥（脱水汚泥を除く） 

インテック(株) 青葉区落合 5-25-66 汚泥 

萱場工業(株) 青葉区葉山町 1-26 汚泥（脱水汚泥を除く） 

環境設備工業(株) 宮城野区日の出町 1-7-21 汚泥（脱水汚泥を除く） 

(株)公害処理センター 若林区中倉 3-9-26 

臨時ごみ、家電４品目、家庭用使用済

みパソコン、事業ごみ（地域限定・排

出者限定）、汚泥（私設下水に限る）、

し尿 

(株)自然環境産業 宮城野区日の出町 1-7-21 汚泥（脱水汚泥を除く） 

(株)ジェイネックス 泉区明通 2-80 汚泥、事業系食品廃棄物 

鈴木工業(株) 若林区卸町東 5-3-28 汚泥、し尿 
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事業者名 所在地 品目等 

全環衛生事業協同組合 若林区荒浜字北長沼 1-2 汚泥（私設下水施設等汚泥に限る） 

(株)仙台アメニティセンター 泉区南中山 1-31－2 し尿 

(協業)仙台清掃公社 宮城野区日の出町 1－7－15 

臨時ごみ、家電４品目、家庭用使用済

みパソコン、事業ごみ（地域限定・排

出者限定・富谷市）、汚泥（浄化槽汚泥

を除く）、し尿、 

(有)仙台福祉清掃社 若林区沖野 6-33-22 汚泥（脱水汚泥を除く） 

(株)高松衛生工業 泉区南中山 1－31－2 汚泥（脱水汚泥を除く） 

東北環境整備(株) 青葉区水の森 3-41-6 汚泥 

(有)東北清掃管理 若林区大和町 3-17-8 汚泥（脱水汚泥を除く） 

東北藤吉工業(株) 若林区蒲町 18-1 汚泥（浄化槽汚泥に限る） 

(協業)富谷環境 富谷市志戸田野田 31-1 汚泥（浄化槽汚泥を除く） 

丸久(株) 宮城野区中野字寺前 83-1 汚泥 

(株)宮城衛生環境公社 青葉区熊ケ根字野川 26-6 

臨時ごみ、家電４品目、家庭用使用済

みパソコン、事業ごみ（地域限定・排

出者限定）、汚泥（脱水汚泥を除く）、

し尿 

(株)宮城公害処理 若林区三本塚字荒谷 85 
汚泥（脱水汚泥を除く）、し尿、事業系

木くず 

(株)宮城日化サービス 青葉区上愛子字車 39-3 汚泥（脱水汚泥を除く） 

(株)宮浄 泉区松森字刺松 14-1 汚泥（脱水汚泥を除く） 

(有)宮広清掃社 青葉区愛子中央 3-16-1 し尿 

(株)理化産業 青葉区角五郎 2-6-5 汚泥 

 

(３) 一般廃棄物（し尿等）処分業許可業者（再掲含む） 

事業者名 処理方法 品目等 

(株)ジェイネックス 

バイオガス発酵 食品廃棄物、汚泥 

堆肥化 汚泥 

脱水 汚泥 

全環衛生事業協同組合 脱水 汚泥 

鈴木工業(株) 
脱水 汚泥 

焼却 汚泥 

 

 

 


