
（令和2年12月23日現在）

【営業所名】大和設備株式会社　本社営業部

【所在地】鳥取市商栄町２２７番地

【電話番号】(0857)24-5541

【営業所名】有限会社　東部浄化槽管理センター

【所在地】鳥取市南栄町３番地１

【電話番号】(0857)53-4707

【営業所名】但馬清掃社

【所在地】岩美郡岩美町高山６０番地１

【電話番号】(0857)72-2852

【営業所名】浦富事務所

【所在地】岩美郡岩美町大字浦富７７６番地１

【電話番号】(0857)72-8515

【営業所名】鳥取環境管理株式会社

【所在地】鳥取市気高町勝見８４４－１３９

【電話番号】(0857)82-3926

【営業所名】有限会社　鳥取大成

【所在地】鳥取市面影二丁目１２番１５号

【電話番号】(0857)24-8564

【営業所名】日本上下水道工業　株式会社

【所在地】鳥取市千代水三丁目７５番地

【電話番号】(0857)31-2431

【営業所名】有限会社鳥取環境浄化センター

【所在地】岩美郡岩美町河崎２６６番地２

【電話番号】(0857)72-2214

【営業所名】株式会社　キョウエイ

【所在地】鳥取市気高町北浜一丁目５３番地

【電話番号】(0857)82-0353

【営業所名】公益財団法人　鳥取市環境事業公社

【所在地】鳥取市秋里１０３１番地２

【電話番号】(0857)22-8585

【営業所名】因幡環境整備　株式会社

【所在地】鳥取市用瀬町美成３２３番地１

【電話番号】(0858)87-6668

【営業所名】岩美清掃　有限会社

【所在地】岩美郡岩美町高山６２番地１

【電話番号】(0857)72-2852

【営業所名】株式会社桜宮　福部支店

【所在地】鳥取市福部町海士４９５番地２

【電話番号】(0857)74-3095

【営業所名】土地改良事業団体連合会本部事務局（鳥取事務所）

【所在地】鳥取市千代水四丁目３７番地

【電話番号】(0857)38-9500

【営業所名】株式会社　ダイキアクシス広島支店　鳥取出張所

【所在地】鳥取市面影2丁目12番地15号

【電話番号】(0857)26-6654

【営業所名】日化メンテナンス株式会社　中国営業所

【所在地】米子市西福原二丁目１番１号　ＹＮＴ第１０ビル１０１号

【電話番号】(０８５９)３７-２１８６

【営業所名】環境プラント工業株式会社

【所在地】米子市高島１３０番地１

【電話番号】(0859)27-3000

【営業所名】カナツ技建工業株式会社

【所在地】米子市末広町２２８番地大野ビル２Ｆ

【電話番号】(0859)31-5130

【営業所名】有限会社北近畿環境開発　鳥取営業所

【所在地】岩美郡岩美町白地１１０３番地１

【電話番号】(0857)72-8951

【営業所名】みつい開発株式会社

【所在地】岩美郡岩美町白地２４番地３

【電話番号】(０８５７)７３-１５８１

鳥取市浄化槽保守点検登録業者一覧

1 大和設備株式会社 第29東部-1号 令和4年 06月 03日

鳥
取
市
＋
東
部
４
町

鳥取市

（自社施工分で、施工保証期間の設定
されたもの及び特別な諸事情から短期
間（2年以内）に限って保守点検が必要
なもので、年１０基以内とする。

№ 会社名 営業所１ 登録番号 有効期間満了日 営業区域 営業条件

2
有限会社　東部浄化槽管理セ
ンター

第29東部-3号 令和4年 10月 26日
智頭町 若桜町 八頭町 岩美
町 鳥取市

4
株式会社　クリーンサービス岩
美

第1東部-2号 令和6年 10月 04日 岩美町 鳥取市 鳥取市、岩美町

3 但馬清掃社 第1東部-1号 令和6年 04月 26日
智頭町 若桜町 八頭町 岩美
町 鳥取市

6 有限会社　鳥取大成 第2東部-2号 令和7年 12月 27日
智頭町 若桜町 八頭町 岩美
町 鳥取市

5 鳥取環境管理株式会社 第2東部-1号 令和7年 11月 15日
智頭町 若桜町 八頭町 岩美
町 鳥取市

8
有限会社　鳥取環境浄化セン
ター

第2東部-7号 令和7年 12月 27日
智頭町 若桜町 八頭町 岩美
町 鳥取市

7 日本上下水道工業　株式会社 第2東部-6号 令和7年 12月 27日
智頭町 若桜町 八頭町 岩美
町 鳥取市

10
公益財団法人鳥取市環境事
業公社

第2東部-3号 令和7年 12月 27日
智頭町 若桜町 八頭町 岩美
町 鳥取市

9 株式会社　キョウエイ 第2東部-5号 令和7年 12月 27日
若桜町 八頭町 岩美町 鳥取
市

12 岩美清掃　有限会社 第27東部-9号 令和3年 03月 11日
智頭町 若桜町 八頭町 岩美
町 鳥取市

11 因幡環境整備　株式会社 第2東部-4号 令和7年 12月 27日
智頭町 若桜町 八頭町 岩美
町 鳥取市

14
鳥取県土地改良事業団体連
合会

第29東部-2号 令和4年 08月 31日

江府町 日野町 日南町 三朝町
北栄町 琴浦町 伯耆町 大山町
南部町 湯梨浜町 智頭町 若桜町
八頭町 岩美町 米子市 倉吉市
鳥取市

県内１７市町村のうち、鳥取県土地改良
事業団体連合会が設計した農業集落
排水処理施設であって、会員（市町村
等）の要請があった施設のみ。

15

13 株式会社　桜宮 第1東部-4号 令和6年 11月 25日
若桜町 八頭町 岩美町 鳥取
市

全
県
域

鳥取市、倉吉市、岩美町、八頭郡
内３町、東伯郡内４町については、
自社の施工した浄化槽のみに限
る。

16 日化メンテナンス株式会社 第2西部-2号 令和7年 04月 08日

江府町 日野町 日南町 三朝町
北栄町 琴浦町 伯耆町 大山町
南部町 湯梨浜町 智頭町 若桜町
八頭町 岩美町 日吉津村 境港市
米子市 倉吉市 鳥取市

鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八
頭町、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴
浦町、北栄町については自社施工分の
み

株式会社　ダイキアクシス 第2東部-8号 令和7年 12月 22日

20 みつい開発株式会社 第1東部-5号 令和7年 01月 28日 岩美町

18 カナツ技建工業株式会社 第2西部-12号 令和7年 12月 27日

江府町 日野町 日南町 三朝町
北栄町 琴浦町 伯耆町 大山町
南部町 湯梨浜町 智頭町 若桜町
八頭町 岩美町 日吉津村 境港市
米子市 倉吉市 鳥取市

19 有限会社北近畿環境開発 第1東部-３号 令和6年 11月 03日
岩
美
町
の
み

岩美町

令和7年 12月 27日

江府町 日野町 日南町 三朝町
北栄町 琴浦町 伯耆町 大山町
南部町 湯梨浜町 智頭町 若桜町
八頭町 岩美町 日吉津村 境港市
米子市 倉吉市 鳥取市

江府町 日野町 日南町 三朝町
北栄町 琴浦町 伯耆町 大山町
南部町 湯梨浜町 智頭町 若桜町
八頭町 岩美町 日吉津村 境港市
米子市 倉吉市 鳥取市

自社施工分のみ

自社及び関連会社が施工した浄
化槽のみに限る。

17 環境プラント工業株式会社 第2西部-10号


