
許可登録一覧表
 2022年9月1日現在

 行政名 許可・登録指令番号 事業区分 事業範囲 許可・登録年月日及び期間

2020年 5月31日～

2023年 5月30日

2021年 3月 2日～

2023年 3月 1日

廃棄物再生事業者

(黒川郡大衡村大森字三百刈田13－1)

ごみ処理施設

選別施設

一般廃棄物処理施設設置許可 缶、びん、廃プラスチック類(ペットボトルに限
る)

(仙台市宮城野区扇町一丁目6番21号) 圧縮梱包施設(圧縮梱包機1基)

廃プラスチック類(ペットボトルに限る)

圧縮施設(圧縮機2基)

缶

産業廃棄物処理施設設置許可　 産業廃棄物中間処理施設(破砕施設　1施設)

仙台市宮城野区日の出町一丁目7番45号
廃プラ、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラス

くず、コンクリートくず及び陶磁器くず

産業廃棄物処理施設設置許可　 廃プラスチック類の破砕施設

(黒川郡大衡村大森字三百刈田13－1) 廃プラスチック類

一般廃棄物処理施設設置許可 ごみ処理施設(固形燃料化施設)

(黒川郡大衡村大森字三百刈田13－1) 可燃ごみ(廃プラスチック類、紙くず)

仙台市中央卸売市場業務条例第63条第2項 2022年 4月 1日～

水産棟事務室・倉庫・土地 2023年 3月31日

資源ごみ、燃えないごみ、粗大ごみ 2021年 4月 1日～

(白石市、角田市、蔵王町、大河原町、村田町、丸森
町) 2023年 3月31日

資源ごみ、燃やせるごみ 2021年 4月 1日～

(白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、
村田町、丸森町) 2023年 3月31日

2020年 6月26日～

2026年 6月25日

本社、仙台事業所、リサイクル推進事業所、

西出張所、中央卸売市場分室

(エコにこゴールドマイスター)

2021年 2月22日～

2023年 2月21日

協業組合 仙台清掃公社

東北経済産業局 20200512東北第23号 官公需適格組合    物品納入等

2002年 3月28日

宮城県公安委員会 第221030000189号   古物商 
自転車類、ミシン機械工具類、道具類、事務機

類
1990年11月30日

(一財)持続性推進機構
(ｴｺｱｸｼｮﾝ21)

認証・登録番号 0011683

本社組合センター
仙北事業所
仙台事業所
仙南事業所

リサイクル推進事業課
西出張所

一般廃棄物収集運搬・処分業(中間処理)、産業
廃棄物収集運搬・処分業(中間処理)、特別管理
産業廃棄物取集運搬業、再生資源リサイクル

業、RPFの製造・販売、環境計量証明業、各種清
掃業

宮城県 宮城県(廃対)指令第18号　登録番号第31号 廃プラスチック類・紙くず・木くず

2001年 1月22日

〃 許可番号 第27号 2002年 9月 5日

仙台市 仙台市(環廃指)指令第112号 2005年12月 5日

〃 仙台市(H27環廃指)指令第356号 2015年 7月30日

仙台市 仙台市(H31経中管)指令76号 市場施設使用許可

仙南地域広域
行政事務組合

仙南地域広域行政事務組合指令第104号 衛生処理施設(仙南リサイク
ルセンター)使用許可

宮城県 許可番号03-1-0

1996年 3月 1日

〃 第101号    〃 質　　　量 2000年12月14日

〃 仙南地域広域行政事務組合指令第102号 衛生処理施設(仙南クリーン
センター)使用許可

宮城県計量検定所 第H7-002号         計 量 証 明 事 業 濃 　　 度

仙台市 認定番号 17-031・032・033・034・035 仙台市環境配慮型事業者
(エコにこマイスター)

　2020年 4月 1日～

2025年 3月31日

亘理名取共立衛生
処理組合

亘理名取共立衛生処理組合指令第3号

指定袋の種類及び承認番
号

事業用もえるごみ袋
(名取市)第C-10号

宮城県 宮城県 14貯第5号   建築物飲料水貯水槽清掃業



許可登録一覧表
 2022年9月1日現在

 行政名 許可・登録指令番号 事業区分 事業範囲 許可・登録年月日及び期間

産業廃棄物 2017年12月17日～

 (積替え許可　有・仙台市許可番号による) 2024年12月16日

特別管理産業廃棄物 2022年 7月 1日～

 (積替え許可　有・仙台市許可番号による) 2029年 6月 30日～

産業廃棄物 2016年11月 1日～

中間処分(破砕･圧縮固化、破砕) 2023年10月31日

産業廃棄物 2016年10月21日～

(保管積替え行為を含む) 2023年10月20日

特別管理産業廃棄物 2018年 6月21日～

(保管積替え行為を含む) 2025年 6月20日

産業廃棄物 2016年11月18日～

中間処分(破砕、切断、分解精製、選別、圧縮梱
包、圧縮、破砕・溶融固化)

2023年10月20日

産業廃棄物 2020年 12月 4日～

(保管積替え行為を除く) 2027年 9月28日

特別管理産業廃棄物 2018年10月22日～

(保管積替え行為を除く) 2025年 9月16日

産業廃棄物 2019年 3月 9日～

(保管積替え行為を除く) 2026年 3月 8日

特別管理産業廃棄物 2016年 1月19日～

(保管積替え行為を除く) 2023年 1月18日

産業廃棄物 2019年 7月30日～

(保管積替え行為を除く) 2026年 6月 9日

特別管理産業廃棄物 2019年 7月30日～

(保管積替え行為を除く) 2026年 6月 9日

産業廃棄物 2018年 3月16日～

(保管積替え行為を除く) 2025年 2月13日

特別管理産業廃棄物 2018年 3月16日～

(保管積替え行為を除く) 2025年 2月13日

産業廃棄物 2019年 2月17日～

(保管積替え行為を除く) 2026年 2月16日

産業廃棄物 2021年8月17日～

(保管積替え行為を除く) 2026年12月13日

特別管理産業廃棄物 2019年 2月27日～

(保管積替え行為を除く) 2026年 2月26日

産業廃棄物 2018年 3月30日～

(保管積替え行為を除く) 2025年 3月29日

特別管理産業廃棄物 2021年 8月17日～

(保管積替え行為を除く) 2026年 8月16日

産業廃棄物 2021年9月22日～

(保管積替え行為を除く) 2025年 6月23日

特別管理産業廃棄物 2020年12月 7日～

(保管積替え行為を除く) 2027年 8月10日

産業廃棄物 2018年 7月 8日～

(保管積替え行為を除く) 2025年 7月 7日

産業廃棄物 2021年 8月 4日～

(保管積替え行為を除く) 2026年 8月 3日

特別管理産業廃棄物 2021年 8月 4日～

(保管積替え行為を除く) 2026年 8月 3日

産業廃棄物 2018年10月25日～

(保管積替え行為を除く) 2025年 7月29日

特別管理産業廃棄物 2019年 6月16日～

(保管積替え行為を除く) 2026年 6月15日

産業廃棄物 2018年 9月18日～

(保管積替え行為を除く) 2025年 9月15日

特別管理産業廃棄物 2021年 10月14日～

(保管積替え行為を除く) 2026年 10月13日

〃 許可番号　00450003527 　 特別管理産業廃棄物
収集運搬業

〃 許可番号　00423003527 　 産業廃棄物処分業

協業組合 仙台清掃公社

宮城県 許可番号　00400003527　 産業廃棄物収集運搬業 

〃 許可番号　05420003527 産業廃棄物処分業

福島県 許可番号　00707003527 産業廃棄物収集運搬業 

仙台市 許可番号　05410003527 産業廃棄物収集運搬業 

〃 許可番号　05460003527 特別管理産業廃棄物
収集運搬業

〃 許可番号　00350003527 特別管理産業廃棄物
収集運搬業

山形県 許可番号　00609003527 産業廃棄物収集運搬業 

〃 許可番号　00757003527 特別管理産業廃棄物
収集運搬業

岩手県 許可番号　00300003527 産業廃棄物収集運搬業 

〃 許可番号　00251003527 特別管理産業廃棄物
収集運搬業

秋田県 許可番号　00507003527 産業廃棄物収集運搬業

〃 許可番号　00659003527 特別管理産業廃棄物
収集運搬業

青森県 許可番号　00201003527 産業廃棄物収集運搬業 

埼玉県 許可番号　01101003527 産業廃棄物収集運搬業 

〃 許可番号　01100003527 特別管理産業廃棄物
収集運搬業

栃木県 許可番号　00900003527 産業廃棄物収集運搬業 

〃 許可番号　00950003527 特別管理産業廃棄物
収集運搬業

群馬県 許可番号　01000003527 産業廃棄物収集運搬業 

千葉県 許可番号　01200003527 産業廃棄物収集運搬業 

茨城県 許可番号　00801003527 産業廃棄物収集運搬業 

〃 許可番号　00851003527 特別管理産業廃棄物
収集運搬業

〃 許可番号　01450003527 特別管理産業廃棄物
収集運搬業

新潟県 許可番号　01509003527 産業廃棄物収集運搬業

〃 許可番号　01250003527 特別管理産業廃棄物
収集運搬業

神奈川県 許可番号　01402003527 産業廃棄物収集運搬業 

〃 許可番号　01559003527 特別管理産業廃棄物
収集運搬業



許可登録一覧表
 2022年9月1日現在

 行政名 許可・登録指令番号 事業区分 事業範囲 許可・登録年月日及び期間

一般廃棄物
(事業・臨時ごみ・廃家電・廃パソコン 2022年 3月30日～

　・し尿(仮設)・汚泥(浄化槽汚泥を除く)
富谷市の事業ごみ

　及び名取市・大和町の再資源化を行う食品廃棄物
2024年 3月31日

一般廃棄物 2021年 2月 9日～

(缶、びん、廃プラスチック(ペットボトルに限
る))

2022年11月 9日

一般廃棄物 2022年 7月 4日～

(可燃・不燃・資源・粗大ごみ) 2024年 7月 3日

一般廃棄物 2021年 7月 4日～

(可燃ごみ、資源ごみ、不燃ごみ、家電4品目) 2023年 7月 3日

一般廃棄物 2022年 7月 1日～

事業系ごみ(臨時・粗大)家庭系ごみ(臨時・粗
大)家電リサイクル対象品

2024年 6月30日

2022年 6月12日～

2024年 6月11日

一般廃棄物 2022年 7月 4日～

(可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ・粗大ごみ) 2024年 7月 3日

事業系一般廃棄物 2021年 4月 1日～

(可燃ごみ、資源ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ) 2023年 3月31日

事業系一般廃棄物 2021年 4月 1日～

事業系、家庭系一般廃棄物
(臨時・粗大)家電4品目

2023年 3月31日

一般廃棄物 2021年 6月10日～

(特定家庭用機器) 2023年 6月 9日

事業系一般廃棄物 2021年 4月 1日～

収集区域：ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ村田IC店、
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ村田広畑店、

㈱一條 杜の芽ぶき たまご舎ﾌｧｰﾑﾌｧｸﾄﾘｰ、
障害者支援施設「ふぼう」

2023年 3月31日

事業系一般廃棄物 2022年 4月 1日～

(家庭系臨時粗大ごみ、廃家電) 2024年 3月31日

事業系　可燃・不燃・粗大ごみ･資源ゴミ・廃家
電

2022年 4月 1日～

(廃家電のみ保管積替え行為を含む) 2024年 3月31日

事業系一般廃棄物 2022年 4月 1日～

(廃家電のみ保管積替え行為を含む) 2024年 3月31日

容リ法に基づく一般廃棄物(廃プラ類に限る) 2022年 4月 1日～

事業系一般廃棄物(紙くずに限る) 2024年 3月31日

一般廃棄物 (営業・臨時・粗大ごみ、廃家電) 2022年 7月 4日～

(廃家電のみ保管積替え行為を含む) 2024年 7月 3日

2021年 4月 1日～

2023年 3月31日

2021年 4月16日～

2023年 4月15日

一般廃棄物 2020年12月 1日～

可燃 不燃 資源 粗大 2022年11月30日

一般廃棄物 2021年 7月 4日～

(可燃ごみ・不燃ごみ･資源ごみ・粗大ごみ) 2023年 7月 3日

2021年 4月 1日～

2023年 3月31日

〃 仙台市(R2環廃事)指令第54号
一般廃棄物処分業

(中間処分/選別・圧縮梱
包・圧縮)

白石市 白石市指令第743号 一般廃棄物処理業
(収集運搬)

協業組合 仙台清掃公社

仙台市 仙台市(R3環廃事)指令第79号

一般廃棄物収集運搬業
(収集・運搬/家庭系使用済パソ
コンに限り積替え保管行為を含

む)

七ヶ宿町 七ヶ宿指令第160号 一般廃棄物処理業
(収集運搬)

粗大ごみを含む一般廃棄物

蔵王町 蔵王町指令第159号 一般廃棄物処理業
(収集運搬)

角田市 角田市指令第166号
一般廃棄物処理業

(収集運搬)

丸森町 丸森町指令第224号 　 一般廃棄物処理業
(収集運搬)

柴田町 第91号 一般廃棄物処理業
(運搬)

村田町 村田町指令第176号   　　
一般廃棄物処理業

(収集運搬/有害物質を除
く)

川崎町 川崎町(町衛)指令第387号    　 一般廃棄物処理業
(収集運搬)

大河原町 許可第12号
一般廃棄物処理業

(収集運搬 /有害物質を除
く)

大衡村 大衡村指令第553号 許可番号第21005号
一般廃棄物処理業

(収集運搬)

〃 大衡村指令第554号 許可番号第21006号

一般廃棄物処分業
(中間処分/破砕・固形

化、
RPF製造)

富谷市 富谷市(生)指令第2号
一般廃棄物処理業

(収集運搬)

大郷町 大郷町 指令第13号
許可番号 大郷町33009号

一般廃棄物処理業
(収集運搬)

事業系及び家庭系一般廃棄物(ごみ)

岩沼市 岩沼市指令市民経済第297号 一般廃棄物処理業
(収集運搬)

一般廃棄物

大和町 大和町 許可番号第23号 一般廃棄物処理業
(収集運搬)

名取市 名取市指令第268号 一般廃棄物処理業
(収集運搬)

大崎市、色麻町、加美
町、

涌谷町、美里町
許可番号 第21－18号

一般廃棄物処理業
(収集運搬)

事業系一般廃棄物

山元町 山元町許可第73-14号    一般廃棄物処理業
(収集運搬)

亘理町 亘理町指令第340号
一般廃棄物処理業

(収集運搬)


