
田川市し尿収集業者地区割別一覧表
区域名 業者名 区域名 業者名 区域名 業者名

イ 伊加利 平原 (有)井上衛生 シ 新町 (有)松本環境サービス ホ 糒 宮の下天神 筑豊衛生(株)
県住・三井社宅 (有)田川衛生工業 白鳥町 4・9・10番 (有)松山衛生舎 上記以外の糒 杉本衛生(株)
上記以外の伊加利 (有)松山衛生舎 上記以外の白鳥町 筑豊衛生(株) 蛍ヶ丘 (有)田川衛生工業

伊田 上伊田⻄ 横⽊・旭町・鎮⻄町 (有)井上衛生 白鳥工業団地 (有)井上衛生 本町 筑豊衛生(株)
稲荷町・横⽊の一部 筑豊衛生(株) 城山町・城山団地 (有)井上衛生 マ 松原1区 宮 (有)田川衛生工業
稲荷町の一部 (有)田川衛生工業 事業団団地 (有)井上衛生   羽衣・東雲 杉本衛生(株)

上伊田東 高源寺 (有)松山衛生舎 新野上団地 (有)松山衛生舎 松原2区 仲・花園・大和 杉本衛生(株)
上高源寺 (同)寺岡衛生 新生町 (有)松本環境サービス 松原3区 若葉・曙・新曙 杉本衛生(株)
上記以外の上伊田東 (有)井上衛生 清水町 筑豊衛生(株) 若葉・弥生 (同)寺岡衛生

下伊田 ⻑浦 筑豊衛生(株) タ ⽴⾒ (有)竹下衛生舎 曙・谷 (有)田川衛生工業
(有)竹下衛生舎 高住町 1〜19・25組 (有)竹下衛生舎 丸山町 1〜5番 筑豊衛生(株)

緑町 杉本衛生(株) 20〜24組 (有)松本環境サービス 6〜18番 (有)松山衛生舎
上記以外の下伊田 (有)田川衛生工業 大⿊町 筑豊衛生(株) ミ 三井伊田 温泉町・⻩⾦ヶ丘 (有)井上衛生

伊田町 (有)田川衛生工業 チ 中央町 1〜3番 (有)田川衛生工業 上記以外の三井伊田 杉本衛生(株)
糸飛 (有)田川衛生工業 4〜6番 (有)松山衛生舎 三井鎮⻄ (有)井上衛生
泉ヶ丘 (有)松本環境サービス 中央団地 (有)井上衛生 三井平原 (有)田川衛生工業
猪位⾦ (有)松山衛生舎 千代町 1〜11番 (有)松山衛生舎 みそぎ (有)竹下衛生舎
位登団地 (有)松山衛生舎 12・13番 筑豊衛生(株) 南白鳥町 (有)井上衛生

ウ 魚町 (有)田川衛生工業 8番の一部 (有)田川衛生工業 三井大藪 (同)寺岡衛生
上の山団地 筑豊衛生(株) テ 鉄砲町 筑豊衛生(株) 三井後藤寺 筑豊衛生(株)

エ 江田 (有)松山衛生舎 ナ 夏吉 県営住宅 (有)竹下衛生舎 三井本部 筑豊衛生(株)
オ 大浦団地 筑豊衛生(株) みそぎ (有)竹下衛生舎 宮尾町 筑豊衛生(株)

大浦町 筑豊衛生(株) 吉田 (有)竹下衛生舎 ⾒⽴ (株)壽総合建設
カ 川端町 新橋通り・⻄側 (有)田川衛生工業 緑ヶ丘 (有)井上衛生 モ 籾井 (有)松本環境サービス

東側・古賀町側 筑豊衛生(株) 上記以外の夏吉 (有)松本環境サービス 文字山団地 2・4・5組と3組の一部 (同)寺岡衛生
春日町 筑豊衛生(株) 奈良 筑豊衛生(株) 上記以外の文字山団地 (株)壽総合建設
会社町 6組 (有)松山衛生舎 ⻑尾 (有)松山衛生舎 ヤ 山吉 (同)寺岡衛生

上記以外の会社町 筑豊衛生(株) 二 ⻄本町 筑豊衛生(株) ユ 弓削田 上弓削田 県道⻄側 (株)壽総合建設
上本町 筑豊衛生(株) ⻄平松 (有)松山衛生舎 県道東側 筑豊衛生(株)
角銅原 (株)壽総合建設 ノ 野上 (有)松山衛生舎 下弓削田 (株)壽総合建設
川宮 汐井川・法光寺通り・国道付近 (有)松本環境サービス ハ 番田町 (有)田川衛生工業 ヨ 吉田 (有)竹下衛生舎

上記以外の川宮 (株)壽総合建設 ヒ ひかりヶ丘 (有)井上衛生 芳ヶ谷 (有)井上衛生
キ 清美町 (有)松山衛生舎 日の出町 1・3〜7・9番 (有)田川衛生工業

桐ヶ丘 (有)松本環境サービス 2・8番 筑豊衛生(株) 電話番号
筑豊衛生(株) 10・11番 (同)寺岡衛生 0947-45-1997

コ 古賀町 筑豊衛生(株) 日吉町・市住 (有)松本環境サービス 0947-44-1429
向陽台 (有)竹下衛生舎 東町 (有)田川衛生工業 0947-45-6100
寿町 (有)田川衛生工業 平松町 1〜12番 (有)井上衛生 0947-42-4106
岩屋 (有)松本環境サービス 13・14番 (有)松山衛生舎 0947-44-1524

サ 桜ヶ丘 杉本衛生(株) 平岡 (同)寺岡衛生 0947-45-7996
栄町 (有)竹下衛生舎 フ 船尾 (株)壽総合建設 0947-42-2407
桜町 筑豊衛生(株) へ 平和団地 (有)松山衛生舎 0947-45-4358

0947-42-2665

有限会社 井上衛生
有限会社 松山衛生舎
有限会社 松本環境サービス

有限会社 田川衛生工業
株式会社 壽総合建設
有限会社 竹下衛生舎
杉本衛生 株式会社
合同会社 寺岡衛生

区域名詳細 区域名詳細区域名詳細

一般廃棄物収集運搬業者名（し尿）
筑豊衛生 株式会社


