
市町村名 事業者名 代表者名 営業所住所 電話番号

羽地衛生社 玉城翔 名護市字仲尾次477 0980-58-1076

我那覇衛生社 我那覇ゆき子 名護市大北5-19-17 0980-52-4309

玉城衛生社 玉城健志 名護市字屋部296番地６ 0980-53-0448

有限会社北勇工業 糸数和男 名護市田井等343 0980-58-2821

有限会社宜野座ビル管理 伊芸美香 名護市字瀬嵩81番地 098-968-2708

有限会社名和ビル管理 名城隆治 名護市大東二丁目10番10号 0980-54-3675

有限会社宜野座電機工業 伊藝善勝 名護市字瀬嵩81番地 070-5814-7151

中村衛生社 比嘉秀人 名護市東江一丁目19番７号(201) 090-8292-7065

有限会社北環 大城寛 国頭村与那81番地 0980-41-3059

中村衛生社 島袋光盛 名護市数久田9-2 0980-52-1103

中村衛生社 島袋光盛 名護市数久田9-2 0980-52-1103

有限会社北環 大城寛 国頭村与那81番地 0980-41-3059

有限会社北環 大城寛 国頭村与那81番地 0980-41-3059

有限会社宜野座ビル管理 伊芸美香 宜野座村惣慶818番地 098-968-2708

中村衛生社 島袋光盛 名護市数久田9-2 0980-52-1103

有限会社宜野座電機工業 伊藝善光 宜野座村惣慶800番地 098-968-3222

マルトモ環境 具志堅靖 今帰仁村勢理客289 0980-56-5635

マルトモ衛生社 具志堅拳人 今帰仁村勢理客289 0980-56-5635

株式会社不二建設工業 屋嘉比紫雅 那覇市繁多川3-1-22 098-831-7235

有限会社北勇工業 糸数和男 名護市字田井等343 0980-58-2812

有限会社宜野座ビル管理 伊芸美香 宜野座村字惣慶818番地 098-968-2708

ひまわり衛生社 久田友也 今帰仁村字謝名14番地 080-6495-9310

本部丸玉衛生２号車 玉城明 名護市字我部720 090-4353-5463

有限会社宜野座ビル管理 伊芸美香 宜野座村惣慶818番地 098-968-2708

有限会社東昴衛生 瀬良垣守幸 恩納村瀬良垣1780番地 098-966-1061

めぐみ環境衛生社 渡口政豪 本部町崎本部1785番地 090-9789-8888

新島電気水道工事社 新島達朗 伊江村東江前79-2 0980-49-3436

伊江衛生維持管理社 玉城盛栄 伊江村字川平120番地 0980-49-2204

伊平屋村 有限会社大進工業 西江喜伴 伊平屋村前泊195番地の1 0980-46-2133

伊是名村 有限会社公栄社 西宣保 伊是名村仲田430-1 0980-45-2804

石川衛生 玉城俊光 名護市数久田121番地 0980-52-6875

丸吉衛生 大城吉夫 うるま市昆布914-4 098-972-7746

有限会社与那城衛生社 那覇竹春 うるま市与那城饒辺1112番地 098-978-3690

有限会社あさひ 玉城剛 うるま市与那城270番地 098-978-4386

株式会社あやはしメンテナンス 玉城剛 うるま市与那城西原1071-1 098-988-5822

うるま汲み取り社 天願操 うるま市みどり町1-5-10 098-974-6067

うるま環境衛生社 瀬良垣茂美 うるま市字兼箇段935番地 098-973-9157

うるま衛生社 天願治 うるま市喜仲2-21-10 098-973-6248

有限会社仲原衛生 仲原清幸 うるま市みどり町2-5-4 098-973-7408

今帰仁村

国頭村

大宜味村

令和元年５月１日時点

うるま市

名護市

伊江村

東村

浄化槽清掃業者名簿

●溜まった汚泥のくみ取りや調整、装置の洗浄などを行います。

本部町
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沖縄市清掃事業協同組合 大工廻朝金 沖縄市古謝胡屋６丁目13番10号 098-932-8700

松本衛生社 石原昌伸 沖縄市泡瀬6丁目18番8号 098-937-8674

有限会社沖縄水ケン 安里わか子 沖縄市登川3-6-18 098-937-8148

石川　清 石川清 宜野湾市大山4-2-24 090-6869-8085

有限会社照山環境 照喜名朝春 宜野湾市野嵩3-35-3 098-893-8090

株式会社不二建設工業 屋嘉比柴雅 那覇市繁多川3-1-22 098-964-0425

日研メンテナンス有限会社 石田昇 金武町金武10652-1 098-968-5599

有限会社宜野座ビル管理 伊芸美香 宜野座村惣慶818番地 098-968-2708

有限会社丸玉メンテナンス 玉城守 金武町金武88番地 098-968-3288

有限会社宜野座電気工業 伊藝善勝 宜野座村字惣慶800 098-968-3222

きんメインテナンス株式会社 大城崇 金武町字金武413 098-968-8187

株式会社不二建設工業 屋嘉比柴雅 那覇市繁多川3-1-22 098-831-7231

読谷浄化槽清掃社 久高豪 読谷村波平861番地 098-958-4541

株式会社東邦 照喜名智 那覇市港町2-16-7 098-863-1411

有限会社宜野座ビル管理 伊芸美香 宜野座村惣慶818 098-968-2708

有限会社東昴衛生 瀬良垣守幸 うるま市字髙江洲449番地３ 098-966-1061

有限会社丸玉メンテナンス 玉城守 金武町金武88 098-968-3288

沖縄水質改良株式会社 天願智一 那覇市曙３丁目20番12号 098-861-6321

恩納環境衛生管理 當山光彦 恩納村安富祖1399-1 098-967-8410

有限会社丸玉メンテナンス 玉城守 金武町金武88番地 098-968-3288

有限会社協進 天願勝行 金武町屋嘉1667番地65 098-964-6025

有限会社宜野座ビル管理 伊芸美香 宜野座村惣慶818番地 098-968-2708

有限会社東昴衛生 瀬良垣守幸 恩納村瀬良垣1780番地の1 098-966-1061

株式会社不二建設工業 屋嘉比柴雅 那覇市繁多川3-1-22 098-964-4025

日研メンテナンス有限会社 石田昇 金武町金武10652番地1 098-968-5599

読谷浄化槽清掃社 久高桂子 読谷村波平861番地 098-958-4541

きんメインテナンス株式会社 大城崇 金武町金武413番地 098-968-8187

有限会社宜野座電機工業 伊藝善勝 宜野座村字惣慶800番地 098-968-3222

読谷公衆衛生社 瀬良垣守秀 読谷村字上地２番地２ 098-958-7615

有限会社読谷衛生社 安次嶺勇 読谷村座喜味3159番地 098-956-1773

読谷浄化槽清掃社 久高豪 読谷村波平861番地 098-958-4541

読谷浄化槽清掃社 久高桂 読谷村波平861 098-958-4541

読谷公衆衛生社 瀬良垣守幸 読谷村上地2-2 098-958-7615

北谷町 北谷衛生 知花秀彦 読谷村字古堅40番地1 098-936-4143

北中城村 北中衛生 名幸義樹 北中城村熱田136番地 098-935-2169

有限会社中城環境 瀬良垣守敏 中城村泊533-2 098-895-5993

有限会社環境整備 屋宜直樹 中城村字泊433番地１ 098-895-3834

有限会社あかつき衛生 新垣正和 中城村和宇慶793 098-895-3807

株式会社イチゴ 國場幸貞 浦添市西原５丁目１番９号 098-875-0801

山川　和人 山川和人 浦添市伊祖４丁目23番３号 098-878-0071

豊見城市 比嘉　健 比嘉健 豊見城市根差部282番地 098-850-7087

読谷村

中城村

沖縄市

宜野座村

宜野湾市

嘉手納町

金武町

浦添市

恩納村
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赤嶺　英和 赤嶺英和 豊見城市根差部237番地 098-856-0514

山内　昌真 山内昌真 豊見城市与根193番地の1 098-856-1319

有限会社リングキープ沖縄 大嶺勲央 豊見城市字保栄茂7-2 098-850-9297

玉城　彰博 玉城彰博 南城市佐敷仲伊保488-1 098-947-6603

有限会社あかつき衛生 新垣正和 那覇市仲井真205-3 098-949-7703

合同会社あさひ清掃 大城清 八重瀬町字志多伯356番地 098-948-2905

上原　清 上原清 南城市大里高平140-6 098-945-6198

株式会社沖縄環境メンテナンス 三木彰子 糸満市西崎町３丁目75番地 098-992-4134

株式会社沖縄プラスチック産業 玉城裕一 糸満市西崎町5-5-5 098-994-2220

山内　昌彦 山内昌彦 糸満市字阿波根675番地 098-995-1216

株式会社イチゴ 國場幸貞 浦添市西原５丁目１番９号 098-995-2001

株式会社いせ浄化メンテナンス 仲宗根康裕 糸満市字豊原84番地１ 098-996-1648

西原衛生維持管理 玉那覇忠男 西原町兼久328-4 098-945-3503

西原町公共衛生社 玉城善則 西原町与那城259 098-945-6183

与那原町 与那原衛生 眞境名兼吉 与那原町与那原3237番地 098-945-3250

南風原衛生社 金城守和 南風原町津嘉山461番地1 098-889-6716

津嘉山衛生社 神里英正 南風原町津嘉山693-1 098-889-4692

又吉衛生社 又吉政健 久米島町仲地184-16 098-985-2516

宇江城衛生 宇江城昌健 久米島町比嘉34 098-985-8505

渡嘉敷村 あかつき衛生 新垣正和 那覇市仲井真205-3 098-853-5004

座間味村 役場へお問い合わせください 産業振興課 座間味村字座間味109 098-987-2312

粟国村 役場へお問い合わせください 民生課 粟国村字東367 098-988-2017

渡名喜村 役場へお問い合わせください 民生課 渡名喜村1917番地３ 098-989-2317

南大東村 役場へお問い合わせください 福祉民生課 南大東村字南144-1 09802-2-2036

北大東村 役場へお問い合わせください 福祉民生課 北大東村字中野218 09802-3-4055

有限会社福正産業 伊福正和 八重瀬町字具志頭296番地 098-998-8261

衛生管理サービス 大城秀吉 八重瀬町字後原1129番地 098-998-1512

東風平衛生 神谷房隆 八重瀬町字志多伯399番地５ 070-5279-3510

新垣衛生 新垣宗輝 八重瀬町東風平1422-2 098-998-5706

株式会社丸秀 伊良皆秀満 宮古島市平良東仲宗根350番地 0980-72-3396

有限会社ミフネ理建 中尾章 宮古島市平良東仲宗根330番地 0980-73-4731

アルファー産業 塩川文雄 宮古島市平良下里834-1 0980-72-1970

有限会社パラダイスアメニティ
（浄化槽110番）

西里泰徳 宮古島市平良西里992-9番地 0980-79-0392

有限会社砂辺道路 砂辺洋美 宮古島市平良下里1560-1 0980-72-0206

有限会社環境クリーン開発 佐久川浩希 宮古島市伊良部長浜1360-12 0980-74-5450

株式会社翔邦建設工業 松岡光男 宮古島市平良久貝1030-6 0980-72-7482

川満衛生設備 川満雅人 宮古島市平良西仲宗根644-3 0980-72-7635

有限会社東亜技研 仲宗根孝 宮古島市平良西仲宗根1604-9 0980-72-8880

下地島空港施設株式会社 渡木温彦 宮古島市伊良部佐和田1727番地 0980-78-4816

アクア産業 上地敏之 宮古島市平良字西里935-8 0980-72-6437

八重瀬町

豊見城市

糸満市

南城市

南風原町

久米島町

西原町

宮古島市
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多良間村 役場へお問い合わせください 住民福祉課 多良間村字仲筋99-2 0980-79-2623

水質管理サービス有限会社 前盛ちか子 石垣市平得229-1 0980-83-0555

石垣衛生社 次呂久邦雄 石垣市大川580-1 0980-83-0784

浄環企画 栄野川盛市 石垣市新川2357-126 0980-83-7795

有限会社パラダイスアメニティ 渡久山吉隆 石垣市登野城506-9 0980-83-4134

有限会社八拳警備保障 波名城哲夫 石垣市石垣242-3 0980-82-5408

サンケー浄化槽 長尾明 石垣市字新川2307-3 0980-82-0708

有限会社先島メンテナンス 迎里伸 石垣市真栄里221番地 0980-83-0167

有限会社パラダイスアメニティ 西表夕嗣 石垣市登野城506-9 0980-83-4134

浄環企画 栄野川盛市 石垣市新川2357-126 0980-83-7795

水質管理サービス有限会社 前盛ちか子 石垣市平得229-1 0980-83-0555

石垣衛生社 次呂久邦雄 石垣市大川580-1 0980-83-0784

八拳警備保障 玻名城哲夫 石垣市石垣242-3 0980-82-5408

有限会社先島メンテナンス 迎里伸 石垣市真栄里221番地 0980-83-0167

与那国町
有限責任事業組合
クリーンよなぐに

与那覇仁孝 与那国町字与那国227番地 0980-87-2514

那覇衛生管理サービス 大城秀吉 那覇市与儀2-12-29 098-834-6194

有限会社あかつき衛生 新垣正和 那覇市仲井真205-3 098-853-5004

有限会社丸十衛生設備 大城昌永 南風原町津嘉山675 098-889-5164

アサヒ浄化槽清掃社 富本祐昌 南城市大里仲間1024-6 098-834-0854

有限会社トップ環境 上間克千代 西原町小那覇1191-1 098-882-8150

有限会社中央環境サービス公社 眞壁隆 那覇市真地157番地 098-862-2930

石垣市

那覇市

竹富町


