自動車リサイクル法に基づく
解体業・破砕業許可業者名簿
（ 石 川 県 知 事 許 可 分 ）

令和３年４月１日現在
石川県生活環境部

１

自動車の最終所有者は、次の登録や許可を有する者に使用済自動車の処理を依頼してください。

（１）引取業の登録のない方は、最終所有者から使用済自動車を引き取ることはできません。
（登録なく使用済自動車を引き取った場合は、罰則が適用されますのでご注意ください。）
（２）フロン類回収業の登録のない方は、使用済自動車からフロン類を回収することはできません。
（登録なく使用済自動車からフロン類を回収した場合 は、罰則が適用されますのでご注意くだ
さい。）
（３）解体業の許可のない方は、使用済自動車から部品取りを行うことはできません。
（許可なく部品取りを行った場合は、罰則が適用されますのでご注意ください。）
２

金沢市内の引取業者・フロン類回収業者及び解体業者・破砕業者については、金沢市ごみ減量
推進課にお問合せください。

３

自動車リサイクルシステムへの登録状況については、次の公益財団法人自動車リサイクル促進
センターのホームページで確認できます。
（公表を希望した事業者のみ、「関連事業者情報検索」により確認できます。）
http://www.jars.gr.jp/

４

引取業及びフロン類回収業の登録業者名簿並びに解体業及び破砕業の許可業者名簿は、県のホ
ームページでも公表しています。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/jidousha_r/index.html
○問い合わせ先
石川県生活環境部資源循環推進課審査グループ
〒920-8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地
ＴＥＬ ０７６－２２５－１４７２
ＦＡＸ ０７６－２２５－１４７３
e-mail shinsa-3@pref.ishikawa.lg.jp

自動車リサイクル法許可業者一覧（解体業）
事業所名
（事業者名）
1
2
3
4
5

有限会社大浦解体
（有限会社大浦解体 代表取締役 大浦 信浩）

株式会社奥野自動車商会
（株式会社奥野自動車商会 代表取締役 奥野 松方）

有限会社勝木自動車解体
（有限会社勝木自動車解体 代表取締役 勝木 秀和）

有限会社釜井自動車
（有限会社釜井自動車 代表取締役 釜井 文雄）

工一自動車株式会社
（工一自動車株式会社 代表取締役 工一 忠洋）

光陽商会
6
（光山 泰元）
有限会社小松解体
7

（有限会社小松解体 取締役 宗田 正実）

8
9
10
11
12
13
14
15
16

有限会社志雄鈑金
（有限会社志雄鈑金 代表取締約 平野 明）

有限会社島崎自動車
（有限会社島崎自動車 代表取締約 嶋崎 信次）

株式会社髙蔵自動車
（株式会社高蔵自動車 代表取締役 髙蔵 憲一）

辰口自動車販売株式会社
（辰口自動車販売株式会社 代表取締役 室谷 眞一）

有限会社ツクダ自動車
（有限会社ツクダ自動車 代表取締役 中島 育子）

株式会社丹羽自動車工業
（株式会社丹羽自動車工業 代表取締役 丹羽 章）

平野自動車株式会社
（平野自動車株式会社 代表取締役 平野 勉）

有限会社光山商店
（有限会社光山商店 代表取締役 光山 広志）

有限会社メタルオート北陸
（有限会社メタルオート北陸 代表取締役 戸田 暢生）

事業所所在地
住

所

石川県野々市市押野六丁目２７番地
石川県野々市市押野六丁目２７番地
石川県野々市市字柳町１７番地
石川県野々市市字柳町１７番地
石川県七尾市旭町は部４１番地
石川県七尾市旭町は部４１番地
石川県七尾市中島町奥吉田ロ部３１番地
石川県七尾市中島町奥吉田ロ部３１番地
石川県かほく市七窪ロ４番地
石川県かほく市七窪ロ４番地
石川県加賀市箱宮町ノ７０番地５
石川県小松市矢田野町ニ９５番地２
石川県小松市白江町リ１１１番地１
石川県小松市白江町リ１１１番地１
石川県羽咋郡宝達志水町子浦ぬ６番地
石川県羽咋郡宝達志水町子浦ぬ６番地
石川県小松市矢田野町テ７番地
石川県小松市矢田野町テ７番地
石川県白山市宮永市町１１０番地１
石川県白山市宮永市町１１０番地１
石川県能美市上開発町ハ６８番地
石川県能美市上開発町ハ６８番地
石川県白山市相川町１８２４番地
石川県白山市相川町１８２４番地
石川県白山市福留町６０３番地
石川県白山市福留町６０３番地
石川県羽咋市千代町い３６番地
石川県羽咋市千代町い３６番地
石川県小松市今江町九丁目２７０番地
石川県小松市今江町九丁目２７０番地
石川県小松市白江町ロ６２番地
石川県小松市白江町ロ６２番地
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電話番号（事業所）

許可番号

電話番号（事業者）
076-247-0315
076-247-0315
076-276-3157
076-276-3157
0767-57-2101
0767-57-2101
0767-66-0230
0767-66-0230
076-283-1754
076-283-1754
0761-43-0837
0761-43-0837
0761-22-3389
0761-22-3389
0767-29-3636
0767-29-3636
0761-43-0515
0761-43-0515
076-275-4584
076-258-4584
0761-51-3144
0761-51-3144
076-276-1593
076-253-1593
076-277-0002
076-277-0002
0767-26-1212
0767-26-1212
0761-23-3836
0761-23-3836
0761-21-0168
0761-21-0168

許可年月日
有効期限

20173000076
20173000093
20173000119
20173000129
20173000149
20173000170
20173000176
20173000207
20173000210
20173000245
20173000267
20173000292
20173000363
20173000403
20173000481
20173000515

令和元年8月8日
令和6年6月30日
令和元年8月21日
令和6年6月30日
令和元年9月2日
令和6年6月30日
令和元年12月25日
令和6年12月14日
令和元年12月26日
令和6年12月13日
令和2年1月29日
令和6年12月20日
令和2年2月4日
令和6年12月26日
令和2年6月30日
令和7年4月27日
令和2年3月31日
令和7年3月16日
令和2年3月11日
令和6年12月20日
令和2年1月14日
令和6年12月14日
令和元年8月8日
令和6年6月30日
令和元年12月25日
令和6年12月13日
令和元年12月25日
令和6年12月20日
令和元年12月27日
令和6年12月26日
令和元年7月23日
令和6年6月30日

備考

自動車リサイクル法許可業者一覧（解体業）
事業所名
（事業者名）
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

谷内自動車工業株式会社
（谷内自動車工業株式会社 代表取締役 谷内 治朋）

有限会社山中商店
（有限会社 山中商店 代表取締役 山中 泰碩）

株式会社ヤマモト 大竹工場
（株式会社ヤマモト 代表取締役 山本 富元）

有限会社ヨシダオートパーツ
（有限会社ヨシダオートパーツ 代表取締役 吉田 幸雄）

株式会社Ｐ・Ｉ北日本
（株式会社Ｐ・Ｉ北日本 代表取締役 高野 憲治）

有限会社カーライフレンタ
（有限会社カーライフレンタ 代表取締役 中野 章司）

有限会社利雅夢
（有限会社利雅夢 代表取締役 稲岡 政利）

株式会社安田商店
（株式会社安田商店 代表取締役 安田 由煥）

株式会社リペア
（株式会社リペア 代表取締役 金山 征二）

竹一商会
（竹内 直人）

西田自動車商会
27
（西田 淳一）

事業所所在地
住

所

石川県鳳珠郡能登町字藤波１５字７番地１
石川県鳳珠郡能登町字藤波１５字７番地１
石川県小松市二ツ梨町へ３３番地
石川県小松市二ツ梨町へ３３番地
石川県白山市大竹町ト８番地１
石川県白山市横江町１１３８番地１
石川県羽咋市粟生町メ２１４番地３
石川県羽咋市粟生町メ２１４番地３
石川県鳳珠郡穴水町字鵜島ニ２２番１
石川県鳳珠郡穴水町字鵜島ハ３４番地
石川県珠洲市宝立町春日野ろ字１２３番地１
石川県珠洲市宝立町春日野ろ字１２３番地１
石川県羽咋郡志賀町小室壱四10番地、他
石川県羽咋郡志賀町徳田寅７６番地
石川県能美市浜町タ１５７番地２１
石川県能美市浜町カ２１７番地１
石川県七尾市白馬町５８部１５番地
石川県七尾市白馬町５８部１５番地
石川県かほく市高松エ１２２番地３
石川県かほく市高松マ５５番１
石川県能美市大長野町チ４６番地
石川県能美市大長野町ハ１２３番地１
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電話番号（事業所）

許可番号

電話番号（事業者）
0768-62-3300
0768-62-3300
0761-44-4534
0761-44-4534
076-272-7711
076-276-3922
0767-22-3340
0767-22-3340
0768-52-1314
0768-52-1314
0768-84-2238
0768-84-2238
0767-37-2121
0767-37-2121
0761-55-1321
0761-55-1321
0767-57-2114
0767-57-2114
076-281-1981
076-281-1981
0761-57-2080
0761-57-1411

許可年月日
有効期限

20173000526
20173000542
20173000544
20173000605
20173000611
20173000619
20173000637
20173000756
20173000828
20173000870
20173000911

令和2年2月28日
令和6年12月14日
令和元年7月1日
令和6年6月30日
令和元年8月2日
令和6年6月30日
令和元年12月26日
令和6年11月9日
令和2年1月31日
令和6年12月15日
令和元年12月25日
令和6年12月20日
令和元年12月25日
令和6年12月14日
平成28年11月1日
令和3年7月2日
令和元年9月11日
令和6年6月30日
平成28年5月31日
令和3年5月30日
令和2年5月1日
令和7年4月30日

備考

自動車リサイクル法許可業者一覧（破砕業）
事業所名
（事業者名）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

有限会社勝木自動車解体
（有限会社勝木自動車解体 代表取締役 勝木 秀和）

株式会社金沢柿田商店 野々市支店
（株式会社金沢柿田商店 代表取締役 朝倉 建郎）

有限会社小松解体
（有限会社小松解体 取締役 宗田 正実）

有限会社ツクダ自動車
（有限会社ツクダ自動車 代表取締役 中島 育子）

有限会社メタルオート北陸
（有限会社メタルオート北陸 代表取締役 戸田 暢生）

有限会社山中商店
（有限会社 山中商店 代表取締役 山中 泰碩）

株式会社ヤマモト 大竹工場
（株式会社ヤマモト 代表取締役 山本 富元）

有限会社利雅夢
（有限会社利雅夢 代表取締役 稲岡 政利）

株式会社安田商店
（株式会社安田商店 代表取締役 安田 由煥）

株式会社リペア
（株式会社リペア 代表取締役 金山 征二）

事業所所在地
住

所

石川県七尾市旭町は部４１番地
石川県七尾市旭町は部４１番地
石川県野々市市押野四丁目９５番１、他
石川県金沢市湊三丁目２３番地２
石川県小松市白江町リ１１１番地１
石川県小松市白江町リ１１１番地１
石川県白山市相川町１８２４
石川県白山市相川町１８２４
石川県小松市白江町ロ６２番地
石川県小松市白江町ロ６２番地
石川県小松市二ツ梨町へ３３番地
石川県小松市二ツ梨町へ３３番地
石川県白山市大竹町ト８番地１
石川県白山市横江町１１３８番地１
石川県羽咋郡志賀町小室壱四１０番地、他
石川県羽咋郡志賀町徳田寅７６番地
石川県能美市浜町タ１５７番地２１
石川県能美市浜町カ２１７番地１
石川県七尾市白馬町５８部１３番地の１
石川県七尾市白馬町５８部１３番地の１
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電話番号（事業所）

許可番号

電話番号（事業者）
0767-57-2101
0767-57-2101
076-248-1232
076-237-6215
0761-22-3389
0761-22-3389
076-276-1593
076-253-1593
0761-21-0168
0761-21-0168
0761-44-4534
0761-44-4534
076-272-7711
076-276-3922
0767-37-2121
0767-37-2121
0761-55-1321
0761-55-1321
0767-57-2114
0767-57-2114

許可年月日

事業の範囲

有効期限
20174000119
20174000123
20174000176
20174000292
20174000515
20174000542
20174000544
20174000637
20174000756
20174000828

令和元年9月2日
令和6年6月30日
令和元年7月1日
令和6年6月30日
令和2年2月4日
令和6年12月26日
令和3年3月26日
令和8年1月11日
令和2年1月8日
令和6年12月26日
令和元年12月9日
令和6年11月28日
令和元年8月2日
令和6年6月30日
令和2年1月20日
令和6年12月14日
平成28年11月1日
令和3年7月2日
令和元年9月11日
令和6年6月30日

破砕前処理のみ
破砕前処理のみ
破砕前処理のみ
破砕前処理のみ
破砕前処理のみ
破砕前処理のみ
破砕前処理のみ
破砕前処理のみ
破砕前処理のみ
破砕前処理のみ

