
年月日 ページ 項目名称 更新内容
平成18年4月25日 開設

平成18年5月29日
主要分析機器内容追加
ISO14001の登録票差し替え

平成18年6月5日
東京国際産業㈱→原材料メーカー、野村興産→再生利用　変更
フロー図の17番　いわてクリーンセンターを削除、収集運搬の下に㈱北日本環境保全を追加

平成18年8月17日

下水道維持管理ページ
産業廃棄物リサイクル事業　写真差し替え
資格・加盟団体ページ　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者10名へ変更
カウンタの追加、基準適合産業廃棄物処理業者の追加
基準適合・保証金預託業者としてページ変更、エコチャレンジとメニュー順序逆に変更

平成18年11月13日 産業廃棄物許可内容 産業時廃棄物処理運搬業許可
産業廃棄物処理運搬業許可　岩手県・秋田県・秋田市・宮城県・仙台市　差し替え
特別産業廃棄物処理収集運搬業許可　仙台市　追加

平成18年11月24日 点検の記録 終処分場施設点検表 現行のものから平成18年3月以前の点検表の削除・更新データの追加

平成18年12月13日 財務情報
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可　宮城県　0450007609　平成18年12月10日
28期削除　31期追加

平成19年2月23日 環境ＩＳＯ14001 環境方針
平成19年3月6日 産業廃棄物許可内容 許可 産業廃棄物処分業　許可証の｢コピー不可｣を削除
平成19年3月22日 カウンターのリセットを1200アクセスからカウント変更に修正

平成19年4月2日 リンク
いわての水道・岩手の環境測定結果　リンク切れ
財団法人日本品質保証機構　リンクが2つあったため1つ削除

平成19年4月28日 産業廃棄物処理業 許可内容・許可一覧 産業廃棄物収集運搬業許可　宮城県　0400007609　平成19年4月14日　変更

平成19年7月11日 産業廃棄物処理業 許可内容・許可一覧
産業廃棄物収集運搬業許可　仙台市　05402007609　平成19年5月11日
　　　　　　　　　　　　　　 　　　 青森市　00201007609　平成19年5月15日　変更
　　　　　　　　　　　　　　　　　　青森市　10801007609　平成19年6月5日　新規

平成19年7月19日
｢エコチャレンジボタン｣→｢環境への取組み｣に変更
産業廃棄物処理実績の変更・営業経歴書
点検の記録内容変更（ 終処分場・水質検査結果）

平成19年8月3日 産業廃棄物処理業 許可 特別管理産業廃棄物運搬業許可　宮城　許可期限を　平成23年12月9日に変更
平成19年8月29日 産業廃棄物処分業 岩手県　0342007609　平成19年8月23日　差し替え

平成19年9月14日 講習会受講記録
平成19年度　産業廃棄物処理業従事者　能力アップセミナー【営業コース】追加
平成17年の受講記録の消去

平成19年12月6日 点検の記録 各月ごとに 終処分場施設点検表を掲載
平成19年12月18日 財務情報 29期を削除し32期を掲載
平成20年4月2日 浄化槽の清掃業務　北上市許可・金ヶ崎町許可　を3月で廃止

平成20年4月17日 産業廃棄物　収集運搬及び処理 産業廃棄物許可内容
特別産業廃棄物収集運搬業許可に盛岡市の追加　11052007609　平成20年4月1日
産業廃棄物収集運搬業許可に盛岡市の追加　11002007609　平成20年4月1日
一覧表に盛岡市の追加

平成20年7月3日
産業廃棄物処理実績
点検の記録

19年度のものに変更
平成19年12月から平成20年3月を上書き・平成20年6月検査結果・再検査結果

平成20年8月26日 営業案内
営業案内の浄化槽工事業・排水設備浩司技術者・資格の浄化槽設備士・排水設備工事技術
者を削除

平成20年10月20日
業務内容
格付制度に基づく表示

産業廃棄物処理業
産業廃棄物処理業許可内容

｢特別管理産業廃棄物｣岩手の欄、0362007609→00362007609、20/8/25～25/8/25
平成18年4月5月を削除→平成20年7月8月を追加

平成20年10月22日 許可一覧表 許可期限

特別管理産業廃棄物運搬業許可の盛岡の許可証
期限をH25.8.25へ変更
｢廃油、廃酸、廃アルカリ及び汚泥に限り積替え・保管を含む｣
→｢廃油、廃産、廃アルカリ、灰石綿等｣へ変更



年月日 ページ 項目名称 更新内容

平成20年11月18日
財務情報
点検の記録

決算報告書（貸借対照表・損益計算書）
30期を削除

終処分場　点検表変更
平成20年12月22日 産業廃棄物処理実績 処分業 処分業PDF修正

平成21年1月20日 産業廃棄物処理業 許可

営業案内　盛岡市長許可・青森市長許可を追加
｢産業廃棄物収集運搬｣岩手の下に11002007609　平成22年2月1日　盛岡市
｢特別管理産業廃棄物収集運搬業許可｣岩手の下に11052007609　平成25年8月25日　盛岡
市

平成21年2月4日 ｢いわて地球にやさしい事業所認定書｣掲載

平成21年3月2日 点検の記録
19年3月以前のデータを削除
10月だけでなく、～2月までに変更

平成21年3月12日 廃棄物リサイクル事業 ｢RPF｣→｢PRF｣へ変更
平成21年4月17日 インデックスにバナーの貼付（サイトのリンク）
平成21年4月21日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可 岩手県｢産業廃棄物処分業｣許可証変更　00342007609　平成21年4月14日

平成21年4月27日
許可番号00342007609→00322007609へ修正・PDFの差し替え
中間処理・ 終処分の 終処分の文字を削除

平成21年7月2日 産業廃棄物許可内容 特別産業廃棄物収集運搬業許可
・格付け制度に基づく表示の産業廃棄物許可内容のページ→青森県削除
・産業廃棄物処理業のページ→許可の青森県削除
　　　　　　　　　　　　　　　　　　→許可一覧の青森県削除

平成21年7月3日 会社概要 藤沢リサイクルセンター 流通センター1-42→流通センター1-43　に変更

平成21年8月26日 保有資格・人数 資格
産業廃棄物処理技術者6名→廃棄物処理施設技術管理士5名
貯水槽清掃作業監督者3名→5名

平成21年9月28日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可 産業廃棄物許可内容の盛岡市の事業範囲を訂正｢収集運搬・積替保管｣を｢収集運搬｣に変更
平成21年11月10日 財務情報 決算報告書（貸借対照表・損益計算書） 「財務情報」31期を削除し34期を追加
平成21年11月12日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可 岩手県の「産業廃棄物収集運搬業許可」番号0312007609へ変更、ＰＤＦを差し替え

平成22年2月5日 産業廃棄物処理実績 産業廃棄物処理実績【処分業】
平成20年度　産業廃棄物処理実績【処分業】、処理量とＰＤＦ掲載
産業廃棄物処理実績【処分業】の埋事業区分を立処理、圧縮梱包処理に変更

平成22年2月8日 産業廃棄物処理実績 産業廃棄物処理実績【収集運搬業】
平成20年度　産業廃棄物処理実績【収集運搬業】、運搬量とＰＤＦ掲載
基準適合マーク画像の変更

平成22年2月10日 点検の記録 終処分場施設点検表 終処分場施設点検記録のＰＤＦ掲載
平成22年2月25日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可 盛岡市での収集運搬の許可証の差し替え
平成22年2月26日 産業廃棄物　収集運搬及び処理 許可 岩手県の許可証を修正
平成22年3月11日 産業廃棄物　収集運搬及び処理 許可 岩手県運搬許可証のＰＤＦ掲載
平成22年3月29日 環境への取組み 環境への取組みページ更新
平成22年3月29日 一般廃棄物　収集運搬及び処理 許可について 一般廃棄物収集運搬許可の　盛岡市・紫波地区から　盛岡・紫波地区　に変更
平成22年3月30日 一般廃棄物　収集運搬及び処理 許可について 一般廃棄物収集運搬許可のページの一関地区を追加
平成22年4月1日 保有資格・人数 資格 「環境計量士」を2名→1名に変更
平成22年4月21日 点検の記録 終処分場施設点検表 終処分点検表のデータの追加と平成20年度のデータ削除
平成22年8月3日 産業廃棄物処理の実績 21年度実績　（運搬実績・廃棄物種類別）

平成22年8月3日 点検の記録
水質検査　平成21年6月作成　平成21年6月（再検査）作成

終処分場施設点検表　平成21年1月・2月・3月を削除し、平成22年4月・5月・6月　を追加

平成22年9月7日 終処分処理業 許可
岩手県の収集運搬　番号00312007609
岩手県の処分業　番号00322007609　に変更

平成22年9月8日 産業廃棄物　収集運搬及び処理 許可 終処分の表示を削除
平成22年9月17日 産業廃棄物　収集運搬及び処理 廃棄物処理フロー ｢㈱北日本環境保全　・・・ 終処分｣を｢中間処理（破砕）｣に変更
平成22年11月11日 産業廃棄物　収集運搬及び処理 許可 山形県　0609007609　平成22年12月6日
平成22年11月24日 リットルをＬに修正
平成22年11月24日 産業廃棄物　収集運搬及び処理 登録車両 26台に変更
平成22年11月24日 登録車両 収集運搬車車両一覧 26台分の車両登録・詳細データ有り
平成22年11月24日 点検の記録 水質検査結果表 水質検査ＰＤＦ差し替え・21年を22年に訂正
平成22年11月24日 点検の記録 終処分場施設点検表 終処分場施設点検表の追加（7月～10月）



年月日 ページ 項目名称 更新内容
平成22年11月29日 財務情報 決算報告書（貸借対照表・損益計算書） 財務諸表の32期を削除し35期を掲載

平成22年12月24日 講習会受講記録
廃棄物処理施設技術管理者講習
産業廃棄物処理実務者研修会基礎コース　内容追加

平成23年2月7日 点検の記録 終処分場施設点検表
平成21年　7月　6月　5月分削除

終処分点検の記録　入れ替え
平成23年5月20日 環境への取組み 黒沢川水質データ 黒沢川水質データ22年度分追加

平成23年5月20日 点検の記録 終処分場施設点検表
平成23年2月と3月を追加
1月の点検表　1月25日を1月26日に訂正

平成23年6月8日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可 宮城県　0400007609　平成23年6月1日
平成23年6月24日 産業廃棄物処理実績 平成22年度　産業廃棄物処理実績【収集運搬業】 平成22年度分実績報告の掲載
平成23年7月5日 産業廃棄物許可内容 特別管理産業廃棄物収集運搬許可 仙台市・05452007609　のものを許可証含め全て削除
平成23年7月5日 会社概要 沿革 仙台市・05452007609　のものを許可証含め全て削除

平成23年7月20日 登録車両 収集運搬車車両一覧
マンモスダンパー　　 　967　249　340　7800　←変更
ネオモービルダンパー　970　249　335　8020　←追加

平成23年7月21日 産業廃棄物処理業 施設概要 太田安定型処分場を削除
平成23年8月4日 環境ＩＳＯ14001取得 ＩＳＯ14001を差し替え掲載　　登録日：2002年　2月8日　　登録更新日：2011年　2月7日
平成23年8月26日 会社概要 役員等 「取締役　菅原一男」削除

平成23年8月29日 産業廃棄物処理業 登録車両の詳細について
ダンパーのところ4台から3台に・合計27台から26台に。
モービルダンパーの欄を削除。

平成23年8月29日 沿革（営業経歴）
平成19年8月　産業廃棄物中間処理施設（圧縮梱包）追加
平成20年8月　特別管理産業廃棄物収集運搬業更新：県南広域振興局許可　第00362007609
号

平成23年8月29日 組織表 組織図差し替え　

平成23年9月7日 沿革（営業経歴）
会社概要・沿革　平成16年9月と修正・平成21年4月
産業廃棄物 終処分場（安定型）廃止：太田 終処分場と追加

平成23年9月27日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可 秋田県 00507007609 平成28年9月18日
平成23年11月24日 産業廃棄物処理実績 産業廃棄物処理実績　20年～2年の3年分を掲載

産業廃棄物処理業 登録車両 ダンパーを3台から4台に変更　合計27台
平成24年2月3日 基準適合・保証金預託制度 認定書更新(認定期間　平成23年12月27日～平成26年認定日まで）

平成24年2月21日
環境ISO14001取得
産業廃棄物許可内容 特別産業廃棄物収集運搬業許可

ISO14001（登録更新日２０１１年２月８日）差し替え
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証（宮城県）更新

平成24年4月16日 環境への取組み 黒沢川水質データ23年度分追加
平成24年5月8日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物処理業許可 産業廃棄物処分業許可（岩手県）許可証差し替え
平成24年6月28日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物処理業許可 産業廃棄物処分業許可（青森県）許可証差し替え
平成24年7月1日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物処理業許可 産業廃棄物処分業許可（宮城県）許可証差し替え

平成24年7月9日 産業廃棄物処理実績
平成23年度　産業廃棄物処理実績【収集運搬業】
平成23年度　産業廃棄物処理実績【処分業】 平成23年度分実績報告の掲載

平成24年7月17日 保有資格・人数 資格 浄化槽管理士 ５名　⇒　６名
「いわて地球にやさしい事業所」バナー削除

平成24年10月5日 フッターにメールアドレス（E-mail info@kitakan.jp）を追加

沿革
平成24年5月　産業廃棄物中間処理施設（破砕施設）追加
平成24年 5月 計量証明事業（質量）：岩手県知事登録　第131号



年月日 ページ 項目名称 更新内容

平成24年10月12日 会社概要

藤沢リサイクルセンターに（破砕）追加
１番４２号⇒１番４３に変更
藤沢中間処理施設（破砕）追加
〒024-0014　岩手県北上市流通センター１番４７
ＴＥＬ＆ＦＡＸ　０１９７－６８－４５１０
北上南部工業団地ＲＰＦ工場追加
〒004-0051　岩手県北上市相去町大松沢１番８４
ＴＥＬ＆ＦＡＸ　０１９７-７２－５０８５

平成24年10月22日 保有資格・人数 資格 環境計量士 （濃度・音圧振動加速度）　1名　→　2名
平成24年11月7日 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報 『土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報』のファイル差し替え
平成24年11月22日 財務情報 決算報告書 第37期掲載
平成24年11月30日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可 盛岡市、青森市、仙台市の３市削除

特別産業廃棄物収集運搬業許可 盛岡市削除
平成24年12月11日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物処分業許可 産業廃棄物処分業許可（岩手県）許可証差し替え
平成25年1月17日 講習会受講記録 「産業廃棄物処理実務者研修会　基礎コース 」追加
平成25年2月16日 組織表 組織表差し替え

環境への取組み 黒沢川水質データ 黒沢川水質データ24年度分追加

平成25年4月3日

産業廃棄物処理業

許可

許可番号と有効年月日の訂正
青森県　00201007609　Ｈ29年5月14日
宮城県　0400007609　　Ｈ29年4月13日
 （特管）宮城県　0450007609　　Ｈ28年12月9日
 ５許可分削除（盛岡市、秋田市、青森市、仙台市、（特管）盛岡市の許可を削除）

施設概要
藤沢リサイクルセンターの住所を1番42号から1番43号に変更
鬼柳第三工場を削除、北上南部工業団地ＲＰＦ工場に差し替え
藤沢中間処理施設（中間処理）を追加

処理廃棄物フロー フロー図更新

営業案内
産業廃棄物処理業の下段　 終処分の表示を削除
盛岡市、秋田市、仙台市、青森市の表示削除

計量証明
岩手県知事登録５３二十四水第２号　に変更
水質分析（昭和４５.法律第１３８号）と直す

廃棄物リサイクル事業

ＲＰＦ製造工場を北上南部工業団地ＲＰＦ工場（廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず破
砕処理施設）に変更
写真差し替え
住所変更（北上市相去町大松沢1番84号　TEL 0197-72-5085）
 廃プラ・木くず・紙くずのリサイクルに繊維くずを追加

環境ISO14001取得 差し替え

平成25年6月7日 会社概要 役員等
追加　取　締　役　　大江　渉　（平成２５年３月就任）
変更　監　査　役　　中島　高雄（平成８年５月就任）　⇒　監　査　役　　齋藤　義美（平成２４年

平成25年6月11日 産業廃棄物処理業 登録車輌

収集運搬車輌一覧（規模、能力・積載量）の変更
7段目　　現：ユニック車　931　232　297　7,300 廃プラ廃油等　　を　新：ユニック車　931　236
292　7,500　廃プラ廃油等　に
11段目　現：アームロール車　606　220　253　5,200 　〃　　　　　を　新：アームロール車　607
222　247　6,000 〃　に
19段目　現：パッカー車　728　219　280　1,950　生ごみ等　　　　を　　新：パッカー車　730　222
277　1,900　生ごみ等　に
20段目　現：４ｔトラック　723　218　343　3,650　廃プラ等　　　　　を　新：４ｔトラック　724　222
343 3,150 廃プラ等 に

平成25年6月17日 産業廃棄物処理実績 産業廃棄物処理実績【収集運搬業】 24年度実績追加掲載

産業廃棄物処理実績【処分業】
24年度実績追加掲載
施設追加「中間処理（破砕処理）破砕施設　4」



年月日 ページ 項目名称 更新内容
平成25年6月18日 産業廃棄物受入処分フロー 23年度、24年度追加掲載
平成25年7月1日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物処分業許可 岩手県差し替え
平成25年8月26日 会社概要 役員改定日記載（平成25年6月7日）

平成25年9月11日 会社概要
役員の追加
常務取締役　中道　麻衣　（平成25年9月就任）と加入
25年9月9日現在

平成25年9月28日 産業廃棄物許可内容 特別産業廃棄物収集運搬業許可 岩手県差し替え
平成25年10月10日 産業廃棄物処理業 産業廃棄物　収集運搬及び処理 登録台数を２７台

登録車輛

パッカー車を1台追加
パッカー車　　　675　218　271　2,000   　〃
４ｔダンプのサイズを変更
４ｔダンプ　　729  224  320  2,000

平成25年11月26日 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報 『土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報』差し替え
財務諸表 財務諸表 第35期を削除し第38期を掲載

平成26年1月8日 環境ISO14001取得

ＩＳＯ14001登録証の変更　→　ＪＱＡからＡＳＲ
登録証の右側の登録番号を　ＡＳＲ-Ｅ1131　に変更
　　　　　　　　登録日は　　そのまま
　　　　　　　　登録更新日は　改訂日　に変更して2013年12月10日
　　　　　　　　有効期限を　2014年2月7日　に変更

平成26年2月5日 基準適合・保証金預託業者 「岩手県三ツ星認定」からの認定番号を2011-041号から→2011-031号に変更
資格・加盟団体 加盟団体 「いわて産廃協同組合」「北上商工会議所」を削除
格付け制度に基づく表示 「点検の記録」を削除しその 下段に「更新履歴」を加えこの更新履歴ページをリンク
お見積り依頼/お問い合わせ 「お電話・FAXでのお問合わせは下記へ」の上段に「お見積りは無料です。」追加

平成26年2月10日 環境ISO14001取得 エイエスアール登録証の差し替
平成26年2月12日 会社概要 鬼柳第三工場（RPF製造工場）を削除

格付け制度に基づく表示 財務情報 改定日を掲載
産業廃棄物受入処分フロー

産業廃棄物処理 事業計画の概要
登録車輛
産業廃棄物許可内容
施設概要
廃棄物処理フロー

平成26年2月17日 環境ＩＳＯ14001取得
改訂日と有効期限の記述変更
改訂日を　２０１４年２月４日
有効期限を　２０１７年２月７日

平成26年3月20日 環境への取り組み 黒沢川水質データ 平成25年結果を追加掲載
財務情報 37期と38期に変動計算書・注記表を追加掲載
産業廃棄物許可内容 一覧の更新

会社概要 改定日の修正（平成25年9月9日から平成25年9月11日の作業日に変更）
登録車輛 低公害車の表示
産業廃棄物処理実績 平成25年度（平成26年3月末までのデータ）を掲載
産業廃棄物受入処分ﾌﾛｰ図 平成26年3月までのデータ追加掲載

平成26年4月11日 トップページ 産業廃棄物処理の欄 「当社は、電子マニュフェスト加入済です。」のコメント追加
平成26年4月18日 格付け制度に基づく表示 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可（岩手県）ち産業廃棄物処分業許可（岩手県）の差し替え
平成26年4月24日 会社概要 沿革 「平成２６年２月　ISO 14001 ：2004認証取得：ＡＳＲ登録Ｅ1131」追記

施設概要
・鬼柳第一、第二工場（積替保管、中間処理）　⇒　鬼柳第一工場（積替保管、中間処理）
・鬼柳第一工場、藤沢リサイクルセンターのフロー修正
・北上南部工業団地ＲＰＦ工場に正接設置許可証を追加掲載

産業廃棄物処理施設フロー ページ新設

格付け制度に基づく表示

格付け制度に基づく表示

平成26年4月8日

平成26年4月10日

平成26年5月15日 産業廃棄物処理



年月日 ページ 項目名称 更新内容

格付け制度に基づく表示 産業廃棄物処理実績
表示形式の変更、産業廃棄物受入処分実績表と処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分
方法ごとの処分量の項目を追加

事業計画の概要 内容変更
廃棄物処理フロー 「２０、動物のふん尿」追加
登録車輛 「低公害車」削除
低公害車導入の状況 ページ作成

平成26年5月29日 格付け制度に基づく表示 産業廃棄物処理実績

処理実績表の差し替え
産業廃棄物収集運搬実績表（平成25年度）
産業廃棄物収集運搬積替保管実績表（平成25年度）
特別管理産業廃棄物収集運搬実績表（平成25年度）
特別管理産業廃棄物収集運搬積替保管実績表（平成25年度）

平成26年6月3日 会社概要

代表取締役　中道法子（平成5年2月１日就任）

専務取締役　高橋幹一（平成5年2月１日就任）
常務取締役　中道麻衣（平成25年9月1日就任）
取締役　　　　菊池安子（平成5年2月１日就任）
取締役　　　　大江　渉（平成25年3月29日就任）
監査役　　　　齋藤義美（平成24年2月29日就任）

平成26年7月1日 環境への取り組み 土壌について 北上市北工業団地　土壌汚染対策法第2種特定有害物質測定結果掲載

登録車輛
ダンパー：3台→4台、合計：27台→28台へ変更
マンモスダンパー 908 249 331 8,200 汚泥 追加

低公害車導入の状況 平成27年度燃費基準達成車　記載ＰＤＦ差し替え

施設概要

鬼柳第一工場（積替保管、中間処理）：積替保管内容追加
藤沢リサイクルセンター（中間処理） ：積替保管内容追加
藤沢中間処理施設（中間処理）  ：積替保管内容追加
各工場「処理工程フロー」変更

産業廃棄物処理施設フロー 各工場フロー変更
平成26年7月30日 基準適合・補償金預託業者 認定証 平成26年度認定に変更

沿革（営業経歴） 平成２６年８月 優良産廃処理業者認定（収集運搬業） 　追加
産業廃棄物収集運搬業許可 産業廃棄物収集運搬業（岩手県） 許可証の差し替え
一覧表 有効期限変更（平成27年→平成29年）

平成26年9月26日 産業廃棄物処理業実績 実績表

処理実績表の平成26年度分追加
産業廃棄物収集運搬実績表
産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
産業廃棄物受入処分実績表
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

産業廃棄物処理業 登録車両 ダンパー：4台→3台、合計：28台→27台へ変更
登録車両 収集運搬車両一覧 パッカー車：701　219　277　1,850　→703　218　276　2,150　へ変更
低公害車導入の状況 低排出ガス車の導入状況 PDF差し替え

平成26年10月16日 講習会受講記録 産業廃棄物処理業からの暴力団排除対策のための講習会　掲載
平成26年11月11日 格付け制度に基づく表示 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報 PDF差し替え
平成26年11月12日 講習会受講記録 産業廃棄物処理実務者研修会　記載

平成26年5月20日

平成26年8月29日

産業廃棄物処理業

産業廃棄物処理業

産業廃棄物処理業

産業廃棄物許可内容

平成26年10月14日

平成26年7月22日



年月日 ページ 項目名称 更新内容

平成26年11月21日 産業廃棄物処理業実績 実績表

処理実績表の平成26年度分更新
産業廃棄物収集運搬実績表
産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
産業廃棄物受入処分実績表
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

平成26年12月17日 財務情報 第39期　決算情報の掲載
産業廃棄物処分業許可 許可証の差し替え、有効期限の変更（平成27年2月1日→平成29年2月1日）

登録車両

ユニック車　3台→4台、計　27台→28台へ変更
登録車両の詳細変更
ユニック車：　932　234　294　　　7,500 　加入
４ｔトラック：724　222　343　　　3,150　　削除
４ｔトラック：724　221　343　3,100 廃プラ等　加入

平成27年3月16日 環境への取り組み 黒沢川水質データ 結果表の差し替え
沿革 平成２７年１月 優良産廃処理業者認定（処分業） 　掲載
会社案内及び産業廃棄物許可内容 改定日変更（平成27年4月15日改定）

産業廃棄物処理業実績 実績表

処理実績表の平成26年度分改定
産業廃棄物収集運搬実績表
産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
産業廃棄物受入処分実績表
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

産業廃棄物受入処分フロー図 平成26年度　産業廃棄物受入・処分量フロー図追加

平成27年6月17日 産業廃棄物処理業実績 実績表

産業廃棄物収集運搬実績表（平成２６年度）
産業廃棄物受入処分実績表（平成２６年度）
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量（平成２６年度） 　PDF差し替
え

平成27年8月11日 組織表 組織表の差し替え
平成27年8月12日 産業廃棄物収集運搬及び処理 許可 産業廃棄物収集運搬業許可（岩手県）有効年月日変更（平成27年2月1日→平成29年2月1日）
平成27年8月18日 産業廃棄物処理実績 各実績表の平成23年度削除、平成27年度追加

登録車輌 収集運搬車輌一覧 ユニック車の規模及び改定日変更
低公害車導入の状況 産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況差替え

平成27年11月20日 格付制度に基づく表示 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報 期間情報の差し替え

平成27年11月25日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可（山形県）有効年月日変更（平成27年12月5日→平成32年12月5
日）、改定日変更とPDF差替え

平成27年12月9日 財務情報 第40期　決算情報の掲載

平成28年2月8日 産業廃棄物処理業実績 実績表

処理実績表の平成27年度分改定
産業廃棄物収集運搬実績表
産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
産業廃棄物受入処分実績表
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

平成28年3月17日 環境への取組み 黒沢川水質データ 黒沢川水質データ27年度分追加

平成27年5月18日

平成27年4月15日

平成27年1月20日 産業廃棄物処理業

平成27年9月10日



年月日 ページ 項目名称 更新内容

産業廃棄物処理業実績 実績表

処理実績表の平成27年度分改定
産業廃棄物収集運搬実績表
産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
産業廃棄物受入処分実績表
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

産業廃棄物受入処分フロー図 平成27年度　産業廃棄物受入・処分量フロー図追加

平成28年7月25日 会社概要 役員等

専務取締役　高橋幹一（平成5年2月１日就任）
常務取締役　中道麻衣（平成25年9月1日就任）
取締役　　　　大江　渉（平成25年3月29日就任）
監査役　　　　齋藤義美（平成24年2月29日就任）

平成28年8月10日 講習会受講記録 ＰＣＢ廃棄物の収集運搬作業従事者講習会　掲載
平成28年8月12日 格付け制度に基づく表示 産業廃棄物受入処分ﾌﾛｰ図 平成28年3月までのデータ追加掲載

平成28年8月23日 産業廃棄物処理業実績 実績表

処理実績表の平成28年度分更新
産業廃棄物収集運搬実績表
産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
産業廃棄物受入処分実績表
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

平成28年9月26日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可（秋田県）有効年月日変更（平成28年9月18日→平成33年9月18
日）、改定日変更とPDF差替え

平成28年11月15日 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報 『土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報』のファイル差し替え
登録車輌 収集運搬車輌一覧 パッカー車の規模及び改定日変更
低公害車導入の状況 産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況差替え
財務情報 第41期　決算情報の掲載

会社概要 役員等
専務取締役　高橋幹一（平成5年2月１日就任）
→代表取締役専務　高橋幹一（平成28年11月2日就任）

産業廃棄物受入処分フロー図 平成27年度　産業廃棄物受入・処分量フロー図差替え
平成29年1月18日 産業廃棄物許可内容 特別産業廃棄物収集運搬業許可 宮城県差替え

平成29年2月14日 環境ISO14001取得

登録証イメージの差替え
登録日は　　そのまま
改訂日は　　2017年01月24日
有効期限を　2018年09月14日　に変更

登録車輌 マンモスダンパー 928 249 324  8,100 汚泥 → ネオモービルダンパー 971 249 339 7,920 汚泥
低公害車導入の状況 資料差替え

平成29年3月3日 産業廃棄物処理業実績 実績表

処理実績表の平成28年度分差替え
産業廃棄物収集運搬実績表
産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
産業廃棄物受入処分実績表
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

平成29年3月15日 環境への取組み 黒沢川水質データ 黒沢川水質データ28年度分追加
平成29年3月16日 財務情報 第39.40.41期　財務情報差替え
平成29年3月24日 産業廃止物許可内容 特別産業廃棄物収集運搬業許可 宮城県 許可番号修正　正00450007609　誤0450007609

産業廃棄物　収集運搬及び処理
登録車輌：アームロール車5台→6台、
許可：特別産業廃棄物収集運搬業許可 0450007609→00450007609

登録車輌 アームロール車 614 225 247 6,100 〃 追加

平成29年3月1日

平成28年12月20日

平成28年12月19日

平成29年3月28日

産業廃棄物処理業

平成28年7月21日

産業廃棄物処理業



年月日 ページ 項目名称 更新内容
低公害車導入の状況 資料差替え

平成29年4月10日 組織表 組織表の差し替え
平成29年4月24日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物処理業許可 産業廃棄物処分業許可（岩手県）許可証差し替え

平成29年4月25日 産業廃棄物処理業 登録車輌

ユニック車  　　　　３台目　6380t→7500t
アームロール車　２台目　607 222 246→607 222 247
　　　　　　　　　　　　３台目　607 220 249→607 220 246
軽トラック　 　　　　339 174 176→339 147 175

登録車輌 2ｔトラック　469 169 197→519 190 218
低公害車導入の状況 資料差替え

産業廃棄物許可内容 産業廃棄物処理業許可 産業廃棄物収集運搬業許可（宮城県）許可証差し替え
産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業許可 岩手県差替え
組織表 組織表の差し替え

平成29年5月19日 産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業許可 青森県差替え

産業廃棄物処理業実績 実績表

処理実績表の平成27年度分改定
産業廃棄物収集運搬実績表
産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
産業廃棄物受入処分実績表
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

産業廃棄物受入処分フロー図 平成28年度　産業廃棄物受入・処分量フロー図追加
平成29年7月14日 産業廃棄物処理業 低公害車導入の状況 資料差替え
平成29年7月18日 産業廃棄物処理業 登録車輌 4ｔダンプ追加　726 220 313　2,800kg
平成29年11月21日 講習会受講記録 ＰＣＢ廃棄物の収集運搬作業従事者講習会　掲載
平成29年11月22日 講習会受講記録 一般廃棄物実務管理者講習　掲載
平成29年11月28日 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報 『土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報』のファイル差し替え
平成29年12月5日 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報 『土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報』のファイル差し替え

登録車輌 アームロール車 606 219 245 5,400kg　→　618 224 247 5,900kg
低公害車導入の状況 資料差替え
産業廃棄物処理業許可 産業廃棄物収集運搬業許可許可証差し替え（岩手県）、及び追加掲載（東京都）
産業廃棄物許可一覧 東京都追加、許可品目追加（廃PCB等、PDB汚染物） 

会社概要 沿革 平成29年12月特別管理産業廃棄物収集運搬業登録：東京都知事許可　第1350007609　追記
平成30年1月23日 環境ISO14001取得 環境方針 内容修正

低公害車導入の状況 資料差替え
登録車輌 10tダンプ追加 781 250 338 10,300 廃プラ、木くず等

平成29年2月14日 環境ISO14001取得

登録証の右側の登録番号を　ＡＳＲ-Ｅ1131　に変更
　　　　　　　　登録日は　　そのまま
　　　　　　　　改訂日は　　2018年02月20日
　　　　　　　　有効期限を　2020年02月07日　に変更

産業廃棄物処理業実績 実績表

処理実績表の平成29年度分差替え
産業廃棄物収集運搬実績表
産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

環境への取組み 黒沢川水質データ 黒沢川水質データ29年度分追加
財務情報 第40.41.42期　財務情報差替え
産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業許可 岩手県差替え
産業廃棄物処理業 産業廃棄物処分業許可 岩手県差替え

平成30年4月10日 組織表 組織表の差し替え

産業廃棄物処理業

平成29年12月19日

平成29年5月12日

平成30年2月23日

平成29年12月22日

産業廃棄物処理業

平成30年3月13日

平成30年3月30日

産業廃棄物許可内容

平成29年7月5日

産業廃棄物処理業

平成29年4月28日



年月日 ページ 項目名称 更新内容
平成30年5月2日 お知らせ 更新
平成30年6月19日 会社概要 従業員数 60名→63名

産業廃棄物処理業実績 実績表

処理実績表の平成29年度分改定
産業廃棄物収集運搬実績表
産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
産業廃棄物受入処分実績表
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

産業廃棄物受入処分フロー図 平成29年度　産業廃棄物受入・処分量フロー図追加

産業廃棄物処理業実績 実績表
処理実績表の平成29年度分改定　差替え
産業廃棄物受入処分実績表

産業廃棄物受入処分フロー図 平成29年度　産業廃棄物受入・処分量フロー図差替え
平成30年10月4日 産業廃棄物処理業 特別産業廃棄物収集運搬業許可 岩手県差替え
平成30年10月18日 基準適合・補償金預託業者 認定証 平成29年度認定に変更

平成30年11月7日
土壌汚染対策法に基づく指定調
査機関情報

『土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報』のファイル差し替え

平成30年12月6日 財務情報 第41.42.43期　財務情報差替え
産業廃棄物 収集運搬及び処理 登録車両でのユニック車を５台にして合計も３４台に
登録車輌 ユニック車追加　914 235 300、7,300kg廃プラ廃油等
低公害車導入の状況 資料差替え

平成31年2月5日 産業廃棄物処理業 産業廃棄物処理業許可 岩手県差替え
平成31年2月14日 産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業許可 岩手県差替え

環境への取組み 黒沢川水質データ 黒沢川水質データ30年度分追加
会社概要 従業員数 63名→65名

産業廃棄物 収集運搬及び処理 登録車両でのアームロール車を7台にして合計も35台に
登録車輌 アームロール車追加　761 231 341、6,400kg廃プラ廃油等
低公害車導入の状況 資料差替え
登録車輌 天蓋ダンプ　「915　249　315」を「910　249　313」に変更
低公害車導入の状況 資料差替え
登録車輌 トラック車1t、1台追加　計36台に変更
登録車輌詳細 1tトラック 469 159 198 1,350kg 廃プラ等を追加 
低公害車導入の状況 資料差替え

令和01年7月29日 産業廃棄物処理業実績 実績表

処理実績表の平成30年度分改定
産業廃棄物収集運搬実績表
産業廃棄物収集運搬積替保管実績表
特別管理産業廃棄物収集運搬実績表
産業廃棄物受入処分実績表

令和01年7月30日 産業廃棄物処理業実績 実績表
処理実績表の平成30年度分改定
特別管理産業廃棄物収集運搬積替保管実績表

登録車輌 汚泥車　「599 218 241　3.600kg」を「570 217 241　3,400kg」に変更
低公害車導入の状況 資料差替え

産業廃棄物処理実績 実績表
産業廃棄物受け入れ処分実績表 差替え
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量　差替え

産業廃棄物受入処分ﾌﾛｰ図 平成30年度　産業廃棄物受入・処分量フロー図追加

令和01年12月11日
土壌汚染対策法に基づく指定調
査機関情報

『土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報』のファイル差し替え

令和01年12月12日 環境への取組 河川水について 対象河川追加の為掲載データ修正
令和01年12月18日 財務情報 第42.43.44期　財務情報差替え
令和01年12月23日 計量証明事業 建築物飲料水水質検査業 岩手県知事登録５３二十四水第２号→岩手県知事登録５３三十水第２号

産業廃棄物処理業

産業廃棄物処理業

令和01年8月7日 産業廃棄物処理業

令和01年7月3日

平成30年7月19日

平成31年4月3日

令和01年5月24日 産業廃棄物処理業

令和01年10月1日

平成30年7月24日

平成30年12月27日

令和01年7月22日 産業廃棄物処理業



年月日 ページ 項目名称 更新内容
産業廃棄物 収集運搬及び処理 登録車両でのパッカー車を8台にして合計も37台に
登録車輌 パッカー車追加　692 219 293 1,950kg廃プラ等
低公害車導入の状況 資料差替え

環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正

令和02年1月20日 環境ISO14001取得

登録証の右側の登録番号を　Ｅ1131　に変更
　　　　　　　　登録日は　　そのまま
　　　　　　　　改訂日は　　2020年01月08日
　　　　　　　　有効期限を　2023年02月07日　に変更

令和02年2月12日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正

令和02年3月5日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可

許可証差替え及び一覧修正
・収集運搬業許可証（岩手県　平成36年2月1日→令和6年2月1日）
・特別管理収集運搬業許可証（岩手県　平成35年8月25日→令和6年8月25日）
・処分業許可証（岩手県　平成36年2月1日→令和6年2月1日）

令和02年3月12日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正

令和02年3月5日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可
許可証差替え
・収集運搬業許可証（山形県　平成32年12月5日→令和2年12月5日）

令和02年4月6日 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可

許可証差替え
・収集運搬業許可証（秋田県　平成33年9月18日→令和3年9月18日）
・収集運搬業許可証（宮城県　平成34年4月13日→令和4年4月13日）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証（宮城県　平成33年12月9日→令和3年12月9日）
・収集運搬業許可証（青森県　平成34年5月14日→令和4年5月14日）

ごあいさつ 代表取締役　中道法子→中道麻衣、写真差替え

会社概要
代表取締役　中道　麻衣（令和2年2月17日就任）へ変更
役員等　監査役　齋藤　義美（令和2年2月17日就任）へ変更
常務取締役中道麻衣（平成25年～）を削除

産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可
許可証差替え
・収集運搬業許可証（東京都　平成34年11月30日→令和4年11月30日）

令和02年4月14日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和02年4月30日 組織表 組織表の差し替え

会社概要 沿革
平成３０年４月 一般廃棄物処理業（収集運搬業）　一関地区広域行政組合許可　廃止
令和２年４月 建築物排水管清掃業知事登録　廃止

営業案内 建築物排水管清掃業　削除
令和02年5月12日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正

登録車輌 パッカー車変更　730 222 277 1,900kg生ごみ等→719 222 297 3,900kg生ごみ等
低公害車導入の状況 資料差替え

令和02年6月11日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和02年6月18日 環境ISO14001取得 登録証更新
令和02年6月23日 格付制度に基づく表示 二次委託先個社名の公表 当社中間処理後の二次委託先個社名　一覧掲載
令和02年7月14日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和02年7月22日 基準適合・保証金預託業者 認定証更新（令和2年度認定）
令和02年8月6日 環境ISO14001取得 環境方針 内容修正
令和02年8月13日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和02年9月11日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正

産業廃棄物処理実績 実績表
産業廃棄物受け入れ処分実績表 差替え
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量　差替え

産業廃棄物受入処分ﾌﾛｰ図 平成31・令和元年度　産業廃棄物受入・処分量フロー図追加
令和02年11月11日 環境への取組 河川水について 対象河川追加の為掲載データ修正

令和02年11月25日
土壌汚染対策法に基づく指定調
査機関情報

『土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報』のファイル差し替え

令和02年12月07日 産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業許可 山形県差替え

令和02年6月5日

令和02年5月7日

産業廃棄物処理業

令和02年4月9日

令和02年01月09日
産業廃棄物処理業

令和02年10月16日



年月日 ページ 項目名称 更新内容
令和02年12月11日 環境への取組 河川水について 対象河川追加の為掲載データ修正
令和02年12月21日 産業廃棄物処理業 業廃棄物処分業許可 岩手県差替え
令和03年01月13日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正

第43.44.45期　財務情報差替え
株主資本等変動計算書・個別注記表 第43.44.45期掲載

環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
一般廃棄物 許可について 掲載内容より『一関地区』を削除

資格・加盟団体
環境計量士　1名
2級配管技士　削除

お知らせ •正社員を募集しております。　掲載
格付制度に基づく表示 産業廃棄物許可内容 特別産業廃棄物収集運搬業許可＞宮城県　掲載PDF差替え

令和03年03月12日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和03年04月13日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和03年04月21日 産業廃棄物処理業 低公害車の導入 令和3年4月21日　確認
令和03年06月11日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和03年07月13日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和03年08月11日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和03年08月18日 業務内容 下水道維持管理 掲載内容修正
令和03年09月13日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和03年09月21日 格付制度に基づく表示 産業廃棄物許可内容 特別産業廃棄物収集運搬業許可＞秋田県　掲載PDF差替え
令和03年10月12日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和03年11月11日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正

格付制度に基づく表示 『土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報』のファイル差し替え
会社概要 会社概要 役員等：取締役 菅原 忠幸 就任 令和3年11月10日　追記

令和04年01月13日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
第44.45.46期　財務情報差替え
株主資本等変動計算書・個別注記表 第44.45.46期掲載

登録車輌の詳細について パッカー車　695 217 277 2,200とパッカー車　691 219 271 1,800を入替
低公害車導入の状況 ファイル差替え
産業廃棄物受入処分ﾌﾛｰ図 令和2年度を追加

産業廃棄物処理実績
平成28年、29年を削除、令和2年を追加、
「特別管理産業廃棄物運搬積換保管実績表」平成30年、平成31年を差替え

令和04年02月15日 格付制度に基づく表示 産業廃棄物許可内容 特別産業廃棄物収集運搬業許可＞宮城県　掲載PDF差替え
令和04年03月15日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正

登録車輌の詳細について アームロール車607×222×247　6,000を削除し、同欄にアームロール車621×225×246　5,900
低公害車導入の状況 ファイル差替え

格付制度に基づく表示 二次委託個社名 日鉄環境ソリューション㈱　岩手県釜石市平田3-81-1　焼却　追記

令和04年03月29日 格付制度に基づく表示 二次委託個社名
王子製紙㈱　北海道苫小牧市王子町2-1-1　売却
フジメタルリサイクル㈱　岩手県北上市流通センター24-33　売却　追記

環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
事業項目 「一般建設業（管工事）」を削除
沿革 「令和3年1月　一般建設業（管工事）停止」追記

令和04年05月09日 格付制度に基づく表示 組織表 組織表差替え
令和04年05月11日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和04年05月19日 格付制度に基づく表示 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可＞青森県　掲載PDF差替え
令和04年06月13日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和04年06月27日 格付制度に基づく表示 産業廃棄物許可内容 産業廃棄物収集運搬業許可＞宮城県　掲載PDF差替え
令和04年07月12日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和04年08月12日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和04年09月13日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正

各付制度に基づく表示

令和03年02月15日

令和03年01月15日 財務情報

令和04年01月17日

令和03年11月18日

令和03年03月01日

令和04年02月07日

産業廃棄物処理業

財務情報

令和04年04月14日
会社概要

令和04年03月28日
産業廃棄物処理業



年月日 ページ 項目名称 更新内容
令和04年10月12日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
令和04年11月11日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正

産業廃棄物処理業 特別業廃棄物収集運搬業許可 東京都差替え
トップページ バナー追加掲載『いわて健康経営宣言事業所』
環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正
格付制度に基づく表示 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報 差し替え

令和05年1月11日 環境への取組 河川について 対象河川掲載データ修正

産業廃棄物処理実績
平成30年を削除、令和3年を追加、
「産業廃棄物収集運搬実績」令和2年度を差し替え

財務情報 第44期削除、第47期追加
登録車輌の詳細について バン　424ｘ169ｘ163を424ｘ169ｘ153に変更
低公害車導入の状況 ファイル差替え

登録車輌の詳細について
アームロール車　605ｘ222ｘ246　6,000
→アームロール車　614ｘ225ｘ245　5,800　に変更

低公害車導入の状況 ファイル差替え

令和05年2月7日 環境ISO14001取得
登録証イメージ差し替え
　・改定日　2020年01月08日　⇒　2023年01月11日
　・有効期限　2023年02月07日　⇒　2026年02月07日

令和05年2月13日 環境への取組 河川について 対象河川掲載データ修正
令和05年3月13日 環境への取組 河川について 対象河川掲載データ修正
令和05年4月12日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正

低公害車導入の状況 ファイル差替え
登録車輛 パッカー車　8台→9台
登録車輛の詳細 「パッカー車　605 220 275  2,00 〃 」を追記
低公害車導入の状況 ファイル差替え
登録車輛の詳細 「パッカー車　605 220 275 2,000」を「パッカー車　705 219 275 1,700」へ変更

令和05年5月11日 環境への取組 河川水について 対象河川掲載データ修正

令和05年4月12日 産業廃棄物処理業

令和05年1月31日 産業廃棄物処理業

格付制度に基づく表示

令和04年12月13日

令和04年12月01日

令和05年5月8日 産業廃棄物処理業

令和05年1月16日 産業廃棄物処理業

令和05年1月13日


