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昭和53年10月1日　海部清掃を設立
昭和57年04月　甚目寺町一般廃棄物収集運搬業許可取得
昭和61年07月　有限会社海部清掃に変更
昭和61年07月　愛知県産業廃棄物収集運搬業許可取得
昭和61年07月　岐阜県産業廃棄物収集運搬業許可取得
昭和61年07月　三重県産業廃棄物収集運搬業許可取得
平成16年12月　株式会社海部清掃に変更
平成05年07月　愛知県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得
平成05年06月　岐阜県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得
平成06年10月　愛知県産業廃棄物処分業許可取得
平成14年07月　一般建設業許可取得
平成14年12月　愛知県特別管理産業廃棄物処分業許可取得
平成16年05月　長野県産業廃棄物収集運搬業許可取得
平成17年10月　一般貨物自動車運送事業許可取得
平成18年02月　長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得
平成19年03月　愛知県公認計量証明事業登録
平成20年07月　三重県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得
平成22年04月　愛知県第一種フロン類回収業者登録
平成22年07月　三重県第一種フロン類回収業者登録
平成22年07月　岐阜県第一種フロン類回収業者登録
平成24年03月　使用済み自動車引取業者登録
平成24年04月　一般廃棄物処分業許可取得
平成24年06月　使用済み自動車解体業許可取得
平成24年07月　一般建設業許可取得
平成24年08月　廃棄物再生事業者登録
平成25年05月　古物商許可取得
平成25年11月　岐阜県使用済金属類営業許可取得
平成25年12月　あいちCO2削減マニフェスト2020認定
平成26年07月　エコアクション２１認証・登録
平成26年06月　長野県産業廃棄物収集運搬業 優良認定
平成26年11月　三重県産業廃棄物収集運搬業 優良認定
平成26年11月　三重県特別管理産業廃棄物収集運搬業 優良認定
平成26年12月　愛知県産業廃棄物収集運搬業 優良認定
平成26年12月　愛知県特別管理産業廃棄物収集運搬業 優良認定
平成26年12月　愛知県産業廃棄物処分業業 優良認定
平成26年12月　愛知県特別管理産業廃棄物処分業 優良認定
平成27年03月　岐阜県産業廃棄物収集運搬業 優良認定
平成27年03月　岐阜県特別管理産業廃棄物処分業 優良認定
平成27年04月　飛島村一般廃棄物収集運搬業許可取得
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代表取締役社長 加藤 愼史代　表　者

2019/12/30 現在
従業員 46 名

事業内容
一般廃棄物・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬及び中間処理
業、用具販売、土木・建築・清掃・解体等工事の請負、一般貨物自動車
運送業

代表取締役社長 加藤 愼史
取締役 加藤 彦代
取締役 加藤 美穂

資　本　金 10,000 千円

役　員 代表取締役会長 加藤 豊

T　E　L （０５２）４４２－８４９３
F　A　X （０５２）４４１－８５０８
設　立 昭和53年（1978年）10月26日

F　A　X （０５２）４４１－５４２７
U　R　L  http://www.amaseisou.co.jp
リサイクルセンター所在地 〒490-1207   愛知県あま市二ツ寺上長2番1

法人に関する基礎情報
名称 株式会社　海部清掃
本社　所在地 〒490-1104   愛知県あま市西今宿平割二6番地
T　E　L （０５２）４４１－５３５３



平成27年04月　一般廃棄物処理施設設置許可取得
平成27年04月　産業廃棄物処理施設設置許可取得
平成27年08月　大阪府産業廃棄物収集運搬業許可取得
平成27年09月　京都府産業廃棄物収集運搬業許可取得
平成27年09月　愛知県産業廃棄物収集運搬業の変更許可
平成27年09月　兵庫県産業廃棄物収集運搬業許可取得
平成28年02月　長野県特別管理産業廃棄物収集運搬優良更新
平成28年09月　滋賀県産業廃棄物収集運搬業許可取得
平成28年10月　愛知県産業廃棄物処分業の変更許可
平成28年10月　愛知県特別管理産業廃棄物処分業の変更許可
平成29年06月　静岡県産業廃棄物収集運搬業許可取得
平成30年10月　三重県産業廃棄物収集運搬業の変更許可
平成30年10月　長野県産業廃棄物収集運搬業の変更許可
平成30年11月　岐阜県産業廃棄物収集運搬業の変更許可
令和元年09月　愛知県特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可 
令和元年12月　あいちCO2削減マニフェスト2030認定

現在に至る

2019/12/30



許可内容（積替え保管を除く）
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系
固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生
じたものを除く）及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん（ダスト類）、
13号廃棄物　（以上20品目）石綿含有産業廃棄物を含む

許可内容（積替え保管を除く）
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類※２、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動
物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴っ
て生じたものを除く）及び陶磁器くず※２、鉱さい、がれき類※２、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん
（ダスト類）、13号廃棄物　（以上20品目）

滋賀県 第02501003929号

許可内容（積替え保管を除く）
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系
固形不要物、ゴムくず、金属くずガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じ
たものを除く）及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん（ダスト類）、13
号廃棄物  （以上20品目）石綿含有産業廃棄物を含む

兵庫県 第02803003929号

許可内容（積替え保管を除く）
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系
固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生
じたものを除く）及び陶磁器くず鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん（ダスト類）、13
号廃棄物、（以上20品目）石綿含有産業廃棄物を含む

京都府 02600003929

許可内容（積替え保管を除く）
燃え殻※４、汚泥※３※４、廃油※３、廃酸※３※４、廃アルカリ※３※４、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類※１※２※３、紙
くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、ゴムくず※３、金属くず※１※３、ガラスく
ず・コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず※１※２※
３、鉱さい※４、がれき類※２、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん※４、13号廃棄物　（以上20品目）

大阪府 第02700003929号

許可内容（積替え保管を除く）
燃え殻※４、汚泥※３※４、廃油※３、廃酸※３※４、廃アルカリ※３※４、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類※１※２※３、紙
くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、ゴムくず※３、金属くず※１※３、ガラスく
ず・コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず※１※２※
３、鉱さい※４、がれき類※２、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん※４、13号廃棄物　（以上20品目）

長野県 優良 02009003929

岐阜県 優良 02100003929
許可内容（積替え保管を除く）
燃え殻※２、汚泥※２、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類※１※２、紙くず※２、木くず※２、繊維く
ず※２、動植物性残渣、動物系固形不要物、ゴムくず※２、金属くず※１※２、ガラスくず・コンクリートく
ず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず※１※２、鉱さい、がれき類※
２、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、13号廃棄物、上記品目※３※４（以上20品目）

三重県 優良 第02400003929号

保管上限 ：42.13㎥ ：38.81㎥
高  さ ：該当なし ：該当なし

積替保管場所 ：愛知県あま市二ツ寺上長2番1 ：愛知県あま市二ツ寺上長45番1
面  積 ：1,855.05㎡（保管面積43.46㎡） ：10,888.67㎡（保管面積30.86㎡）

産業廃棄物収集運搬業
愛知県 優良 第02310003929号
許可内容（積替え保管を含む）
燃え殻※４、汚泥※４、廃油、廃酸※４、廃アルカリ※４、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類※１※２、紙くず、木くず、繊維く
ず、動植物性残渣、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず※１、ガラスくず・コンクリートくず（工作物の
新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず※１※２、鉱さい※４、がれき類※２、動物
のふん尿、動物の死体、ばいじん（ダスト類）※４、13号廃棄物、上記品目※３（以上20品目）



特別管理産業廃棄物収集運搬

許可内容（積替え保管を含む）

許可内容（積替え保管を除く）
特定有害燃え殻（カドミウム、鉛、六価クロム、砒素を含むもの）、特定有害汚泥（水銀、カドミウム、鉛、
六価クロム、砒素、シアン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、
1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、セレンを含むもの）、特定有害廃油（トリクロロエチレン、
テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタンを含む
もの）、引火性廃油、特定有害廃酸（水銀、カドミウム、鉛、六価クロムを含むもの）、腐食性廃酸、特定有
害アルカリ（カドミウム、鉛、六価クロム、シアンを含むもの）、腐食性アルカリ、特定有害鉱さい（水銀、
カドミウム、鉛、六価クロム、砒素を含むもの）、特定有害ばいじん（水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、
砒素、セレンを含むもの）、感染性産業廃棄物　以上４６種類

許可内容（積替え保管を除く）
引火性廃油、腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害鉱さい（水銀、カドミウム、鉛、
六価クロム、砒素を含むもの）、特定有害ばいじん（水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレンを含
むもの）、特定有害燃え殻（カドミウム、鉛、六価クロム、砒素を含むもの）、特定有害廃油（トリクロロエ
チレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタ
ンを含むもの）、特定有害汚泥（水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、シアン、トリクロロエチレン、
テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタンを含む
もの）、特定有害廃酸（水銀、カドミウム、鉛、六価クロムを含むもの）、特定有害アルカリ（カドミウム、
鉛、六価クロム、シアンを含むもの）　以上１１種類

三重県 優良 第2450003929号

引火性廃油、腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害廃石綿等
特定有害廃PCB等※5、特定有害PCB汚染物※5、特定有害廃水銀等
特定有害燃え殻
（カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン、ダイオキシン類を含むもの）6品目
特定有害指定下水汚泥
（水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラク
ロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジク
ロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマ
ジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン、を含むもの）24品目
特定有害汚泥
（水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラク
ロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジク
ロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマ
ジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むもの）25品目
特定有害廃油
（トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジ
クロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジ
クロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサン、を含むもの）12品目
特定有害廃酸
（水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラク
ロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジク
ロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマ
ジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むもの）25品目
特定有害廃アルカリ
（水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラク
ロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジク
ロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマ
ジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むもの）25品目
特定有害鉱さい
（水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン、を含むもの）6品目
特定有害ダスト類
（水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むもの）8品目
令第2条第13号特定有害廃棄物
（水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、
ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリク
ロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、セレン、を含むもの）16品目　　　　以上１５５種類

高  さ ：該当なし

岐阜県 優良 2150003929

積替保管場所 ：愛知県あま市二ツ寺上長45番1
面  積 ：10,891.58㎡（保管面積2.97㎡）

保管上限 ：2.06㎥

許可内容（積替え保管を除く）
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類※２、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動
物系固形不要物、ゴムくず、金属くず※１、ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に
伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず※２、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん
（ダスト類）、13号廃棄物　（以上20品目）

愛知県 優良 第02360003929号

静岡県 第02201003929号



産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物処分業

許可内容 混合ごみ、可燃ごみ 96t/日（4t/時間）

施行令第7条13号の2 燃えがら、他 混焼※１＊２ 96t/日（4t/時間）

一般廃棄物処理施設設置許可　（焼却施設）
愛知県 26循環第38-1号

許可内容

施行令第7条3号 汚 泥 93.2t/日（3.887t/時間）
施行令第7条5号 廃 油 86.5t/日（3.608t/時間）
施行令第7条8号 廃プラスチック類※１＊２ 52.1t/日（2.174t/時間）

許可内容（焼却）引火性廃油（86.5t／日)、感染性産業廃棄物（68.5t／日)
　　　　　　　　腐食性廃酸（86.5t／日)、腐食性廃廃アルカリ（86.5t／日)（以上4品目）
許可内容（中和）腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ　（16㎥／日）　（以上2品目）

産業廃棄物処理施設設置許可　（焼却施設）
愛知県 26循環第48-1号

許可内容（破砕・選別）
汚泥＊４、廃油、廃酸＊４、廃アルカリ＊４、ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去
に伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず＊１＊２、上記品目＊３（以上5品目）
（処理能力61.824㎥／日）

愛知県 第02370003929号

燃え殻※４、汚泥※４、廃油、廃酸※４、廃アルカリ※４、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類※１＊２、紙くず、木くず、繊維く
ず、動植物性残渣、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず※１、ガラスくず・コンクリートくず（工作物の
新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず※１＊２、鉱さい※４、がれき類＊２、動物
のふん尿、動物の死体、ばいじん（ダスト類）※４ 上記品目※３（以上19品目）（処理能力96t／日）

許可内容（選別）
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類＊１＊２、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず＊１、ガラスくず・コンクリートく
ず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず＊１＊２、がれき類
＊２、上記品目＊３ 　（以上7品目）　（処理能力130㎥／日）

許可内容（破砕）　廃プラスチック類（処理能力4.96t／日）、紙くず（処理能力7.8t／日）

木くず（処理能力4.94t／日）、繊維くず（処理能力6.6t／日）、ゴムくず（処理能力7t／日）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類＊１＊２、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず＊１、ガラスくず・コンクリートく
ず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず＊１＊２、上記品目＊３（以上
7品目）　（処理能力4.96t／日）

許可内容（圧縮）
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類＊１＊２、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず＊１、上記品目＊３（以上5品目）（処理能力
61.824㎥／日）

許可内容（圧縮・選別）
汚泥＊４、廃油、廃酸＊４、廃アルカリ＊４、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類＊１＊２、金属くず＊１、上記品目＊３ （以上6
品目）　（処理能力61.824㎥／日）

許可内容（焼却）
廃プラスチック類（処理能力52.1t／日）、廃油（処理能力86.5t／日）、汚泥（処理能力93.2t／日）

許可内容（積替え保管を除く）
引火性廃油、特定有害廃油（トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、
1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタンを含むもの）、腐食性廃酸、腐食性アルカリ、感染性産業廃棄
物、特定有害汚泥（トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロ
ロエタン、1,1,1-トリクロロエタンを含むもの）

愛知県 第02320003929号

長野県 優良 2059003929



再生事業者登録

一般廃棄物収集運搬業

一般廃棄物処分業

建設業

許可内容　　　　　　

一般貨物自動車運送事業

第一種フロン類回収

使用済み自動車の解体 使用済み自動車の引取り

※１自動車等破砕物を含む　※２石綿含有産業廃棄物を含む　※３水銀使用製品産業廃棄物を含む　※４水銀含有ばいじん等を含む

＊１自動車等破砕物を除く　＊２石綿含有産業廃棄物を除く　＊３水銀使用製品産業廃棄物を除く　＊４水銀含有ばいじん等を除く

   ※5微量PCB汚染廃電気機器等及び低濃度PCB含有廃棄物に限る

2019/12/30

愛知県 第20233120001号 愛知県 第20231120001号

古 物 商 第542651301700号

愛知県 第1232370001号 岐阜県 220750 三重県 三重第1000439号

土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業

中部運輸局 中運自貨第759号

あま市 許可内容　　　　処分（圧縮・焼却・選別・破砕）

愛知県

津島市 弥富市 弥富市 大治町 蟹江町 飛島村

事業内容 古紙、金属くず、空き瓶、古繊維、ペットボトルの再生

あま市 愛西市 一宮市 稲沢市 春日井市 北名古屋市 清須市

愛知県 第2312001号


