
　豊田市 地区別 くみ取り業者（令和４年度） 別表１

直営（豊田市清掃業務課）

豊田環境事業協同組合

　組合員　トヨタ衛生保繕（株）

　組合員　（株）豊　環

　組合員　（有）猿投衛生社

　組合員　東邦清掃（株）

　《 豊田地区 町名別 くみ取り業者 》

あ 逢妻町 トヨタ か 河合町 トヨタ せ 聖心町 東邦 な 中根町 東邦 ほ 本地町 トヨタ
青木町 猿投 川田町 トヨタ 石楠町 トヨタ 中町 東邦 本徳町 猿投
秋葉町 トヨタ 川端町 直営 千石町 トヨタ 鍋田町 トヨタ 本町 東邦
曙町 東邦 神田町 直営 千足町 トヨタ 成合町 猿投
朝日ケ丘 トヨタ 勘八町 猿投 ま 舞木町 猿投
朝日町 トヨタ た 大成町 豊環 に 西岡町 東邦 前田町 トヨタ
荒井町 猿投 き 喜多町 直営 太平町 トヨタ 錦町 直営 前林町 東邦

京ケ峰 トヨタ 高丘新町 東邦 西新町 トヨタ 前山町 トヨタ
い 池田町 トヨタ 京町 直営 高岡町 東邦 西田町 東邦 桝塚西町 豊環

生駒町 東邦 高岡本町 東邦 西広瀬町 猿投 桝塚東町 豊環
石野町 猿投 く 九久平町 トヨタ 高上 トヨタ 西町 直営 松ケ枝町 直営
泉町 トヨタ 国附町 猿投 高崎町 トヨタ 西山町 トヨタ 松平志賀町 トヨタ
市木町 トヨタ 久保町 直営 高橋町 トヨタ 日南町 トヨタ 松平町 トヨタ
五ケ丘 トヨタ 高原町 トヨタ 松嶺町 猿投
井上町 猿投 こ 幸海町 トヨタ 高町 猿投 の 野口町 猿投 丸根町 トヨタ
伊保町 猿投 鴻ノ巣町 トヨタ 高美町 東邦 野見町 トヨタ 丸山町 トヨタ
今町 トヨタ 小坂町 直営 宝町 東邦 野見山町 トヨタ
岩倉町 トヨタ 小坂本町 直営 滝見町 猿投 み 美里 トヨタ
岩滝町 トヨタ 越戸町 猿投 竹生町 直営 は 配津町 豊環 瑞穂町 直営

古瀬間町 トヨタ 滝脇町 トヨタ 白山町 トヨタ 水間町 トヨタ
う 上野町 トヨタ 琴平町 トヨタ 竹町 東邦 八幡町 直営 御立町 トヨタ

鵜ケ瀬町 トヨタ 寿町 豊環 竹元町 東邦 花丘町 トヨタ 緑ケ丘 トヨタ
畝部西町 豊環 駒新町 東邦 田代町 トヨタ 花園町 東邦 御船町 猿投
畝部東町 豊環 駒場町 東邦 田中町 東邦 花本町 猿投 宮上町 トヨタ
梅坪町 直営 小峯町 猿投 田町 トヨタ 林添町 トヨタ 宮口町 トヨタ
上挙母 直営 衣ケ原 トヨタ 田籾町 猿投 宮前町 トヨタ
上原町 トヨタ 挙母町 直営 ひ 東梅坪町 直営 宮町 トヨタ

ち 力石町 猿投 東広瀬町 猿投 美山町 東邦
え 栄生町 トヨタ さ 幸町 豊環 千鳥町 猿投 東保見町 猿投 御幸町 トヨタ

永覚新町 豊環 坂上町 トヨタ 長興寺 直営 東山町 トヨタ 御幸本町 豊環
永覚町 豊環 栄町 直営 久岡町 トヨタ 美和町 トヨタ

桜町 直営 つ 司町 直営 日之出町 直営
お 大池町 トヨタ 篠原町 猿投 月見町 直営 平井町 トヨタ む 室町 トヨタ

大内町 トヨタ 幸穂台 トヨタ 土橋町 東邦 平芝町 直営
大島町 東邦 猿投町 猿投 堤町 東邦 平戸橋町 猿投 め 明和町 豊環
大清水町 トヨタ 三軒町 トヨタ 堤本町 東邦 平山町 トヨタ
王滝町 トヨタ 広川町 トヨタ も 元城町 直営
大畑町 猿投 し 汐見町 トヨタ て 貞宝町 トヨタ 広久手町 トヨタ 元町 トヨタ
大林町 豊環 志賀町 トヨタ 寺下町 猿投 広路町 直営 元宮町 直営
大見町 トヨタ 四郷町 猿投 寺部町 トヨタ 広田町 東邦 森町 トヨタ
小川町 トヨタ 枝下町 猿投 手呂町 猿投 広幡町 猿投
鴛鴨町 豊環 渋谷町 トヨタ 天王町 トヨタ 広美町 豊環 や 八草町 猿投
押沢町 猿投 清水町 東邦 社町 トヨタ
落合町 直営 下市場町 直営 と 渡合町 トヨタ ふ 深田町 東邦 矢並町 トヨタ
乙部ケ丘 猿投 下林町 直営 東新町 トヨタ 福受町 豊環 山中町 猿投
乙部町 猿投 下室町 猿投 百々町 トヨタ 藤沢町 猿投 山之手 豊環
小呂町 猿投 樹木町 直営 渡刈町 豊環 扶桑町 トヨタ

浄水町 トヨタ 常盤町 直営 双美町 トヨタ よ 横山町 トヨタ
か 貝津町 猿投 昭和町 直営 十塚町 直営 吉原町 東邦

柿本町 東邦 白浜町 直営 富田町 猿投 へ 平和町 トヨタ
和会町 豊環 城見町 猿投 巴町 トヨタ り 竜宮町 直営
桂野町 トヨタ 新生町 トヨタ トヨタ町 トヨタ ほ 豊栄町 豊環 竜神町 東邦
金谷町 直営 陣中町 直営 豊松町 トヨタ 芳友町 猿投
加納町 猿投 新町 トヨタ 宝来町 トヨタ わ 若草町 トヨタ
神池町 トヨタ 神明町 直営 な 中垣内町 トヨタ 細谷町 トヨタ 若林西町 東邦
上丘町 東邦 中金町 猿投 穂積町 トヨタ 若林東町 東邦
上郷町 豊環 す 水源町 トヨタ 中切町 猿投 保見ケ丘 猿投 若宮町 直営
上高町 猿投 砂町 直営 長沢町 トヨタ 保見町 猿投
亀首町 猿投 住吉町 東邦 中島町 直営 本新町 トヨタ
加茂川町 トヨタ 中田町 東邦 本田町 東邦

※　直営区域における工事現場等の仮設トイレのくみ取りは、委託収集となっております。
　　 （受付先　豊田環境事業協同組合　０５６５－３２－７０８８）

０５３６－６２－１４６４

(０５６５)－３２－４６６６

(０５６５)－２８－２０２０
３．稲武地区

(０５６５)－３５－１０２５

０５６６－９２－１６０５ 　 （株）東海環境衛生社

１．豊田地区 ２．藤岡・小原・足助・下山・旭 地区

(０５６５)－７１－３００３ 　 豊田環境事業協同組合

　　　組合員（有）ヤハギエコノス ０５６５－７６－６３３０


