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上川 あーとくりーん アートクリーン㈲ 富良野市上五区 0167-23-1221 本社電話に同じ H23.2.10 H28.2.9 00120112125 切断・圧縮：金

上川 あきつどうろ 秋津道路㈱ 札幌市豊平区中の島１条２丁目２番４号 011-831-7258 01654-2-5301 H24.7.2 H29.6.12 00120047763 破砕：が

上川 いがらしぐみ ㈱五十嵐組 名寄市西５条北１１丁目５８番地２３ 01654-2-4577 本社電話に同じ H23.2.17 H28.2.16 00120098317 破砕：陶,が

上川 いわもりさんぎょう ㈲岩守産業 名寄市字徳田２４８番地１８ 01654-2-5607 090-3115-8531 H26.7.28 H31.7.27 00140020656

再生骨材等の製造（破砕（陶,
が））
破砕：プ,木,ゴ
破砕：紙,陶（廃石膏ボード）
天日乾燥：汚
破砕・溶融固化：プ
造粒固化：汚（無機性）

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

上川 おおかわらさんぎょう ㈱大川原産業 旭川市６条通２丁目２４７１番地５ 0166-27-3900 本社電話に同じ H24.6.22 H29.6.17 00130048149 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

上川 かさまけんちく 笠間建築㈱ 上川郡上川町栄町７０番地の２７ 01658-2-2030 090-8636-6721 H22.10.5 H27.10.4 00120023030 破砕：陶,が

上川 かみふせいそうしゃ ㈲上富清掃社 空知郡上富良野町中町１丁目４番４号 0167-45-4419 本社電話に同じ H26.6.17 H31.6.16 00120174799 破砕・圧縮：プ

上川
きたはるかのぎょう
きょうどうくみあい

北はるか農業協同組合 中川郡美深町字大通北２丁目１２番地 01656-2-1601 01656-2-1793 H23.10.26 H28.10.17 00120129796 肥料製造：汚,糞

上川 きょうえいもーたーす ㈲共栄モータース 中川郡美深町字敷島６５番地１ 01656-2-2134 本社電話に同じ H25.11.12 H30.10.28 00120100042 焼却：油,プ,紙,木,繊,ゴ

上川 きょくせいくりーん 旭星クリーン㈱ 旭川市住吉４条２丁目８番１３号 0166-53-7171 本社電話に同じ H23.6.28 H28.6.8 00120005365
再生骨材等の製造（破砕（陶,
が））
再生油の製造（精製（油））

上川
けんせいしゃふぉれ
すた

ケンセイシャフォレスタ㈱ 上川郡東神楽町１９号南４番地 0166-83-3775 本社電話に同じ H22.11.27 H27.11.26 00120155134 破砕：木

上川 こうけん ㈱興建 旭川市永山７条１９丁目１番３８号 0166-46-1110 01658-2-1133 H22.7.4 H27.7.3 00120002535 破砕：陶,が

上川 こーけん ㈱コーケン 富良野市春日町１２番１０号 0167-39-2185 本社電話に同じ H25.6.3 H30.6.2 00120100092 再生骨材等の製造(破砕(陶,が))

上川 こんすえーえむじー コンス・Ａ・Ｍ・Ｇ㈱
旭川市東鷹栖東１条４丁目６３７番地の
４７

0166-57-1194 0166-87-2848 H23.3.21 H28.3.20 00120038418

再生骨材等の製造(破砕(陶,
が））
破砕：木
脱水：汚

上川
しずおけんせつうん
ゆ

しずお建設運輸㈱ 士別市東２条北３丁目１７番地 0165-23-5135 0165-22-1961 H26.4.5 H31.4.4 00140165391
再生骨材等の製造(破砕(陶,が))
破砕：木

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

上川
しべつえいせいこう
しゃ

㈱士別衛生公社 士別市東１条１１丁目１６１２番地 0165-23-2086 本社電話に同じ H24.8.23 H29.8.22 00120005757 破砕・圧縮：プ

上川
しべつじょうかこうぎょ
う

士別浄化工業㈱ 士別市南士別町１６１４番地２ 0165-23-3495 本社電話に同じ H26.8.23 H31.8.22 00120018944 肥料製造：汚,残,糞

上川 しべつつばめせきゆ 士別ツバメ石油㈱ 士別市大通北１丁目１６０１番地 0165-23-3538 0165-24-2647 H26.6.7 H31.5.17 00120036650
破砕：プ
油水分離：油

上川
しもかわかんきょう
さーびすじぎょうきょう
どうくみあい

下川環境サービス事業協同
組合

上川郡下川町幸町１１２番地 01655-4-2072 H26.5.3 H31.5.2 00120176538 肥料製造：汚,残,糞

上川 しんにっしょう 新日章㈱ 旭川市永山１４条３丁目４番２５号 0166-26-0808 本社電話に同じ H23.4.24 H28.4.23 00120039061
油水分離：油
乾燥：汚
薬剤固化：燃,汚,ば

上川
すてりさいくるほうしゃ
せんさーびす

㈱ステリサイクル放射線サー
ビス

札幌市北区北２２条西８丁目１番１６号 011-726-8211 0167-45-6192 H26.11.7 H28.7.5 00120160859

焼却：汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,
固,ゴ,金,陶,糞,体
破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶
切断・分離：油,プ,金（オイルエレ
メント）
圧縮：プ,金
選別：金
脱水：汚

上川 せきほく ㈱セキホク 上川郡上川町字日東５５番地 01658-2-2183 本社電話に同じ H26.11.1 H31.10.31 00120006091 再生骨材等の製造(破砕(陶,が))

上川 だいいちさいせき 第一砕石㈱ 旭川市神楽４条６丁目１番１５号 0166-62-4141 本社電話に同じ H23.1.12 H28.1.11 00120124558 破砕：陶,が
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上川 🏠
たなかせっかいこう
ぎょう

田中石灰工業㈱ 高知県南国市稲生３１８５番地 088-882-1158 0166-58-8601 H26.10.1 H31.4.24 00120014888

破砕：プ,紙,木
圧縮：プ
ＲＰＦの製造（破砕･圧縮（プ,紙,
木））
ペレットの製造（破砕･固化（プ）
溶融固化：プ

上川 つじしょうかい ㈱辻商会 旭川市永山北２条１１丁目３０番地２ 0166-47-2771 本社電話に同じ H25.11.23 H30.11.20 00120044527 切断・圧縮：金

上川 てしおがわりさいくる ㈱天塩川リサイクル 中川郡中川町字誉３５番地 01656-7-2515 本社電話に同じ H27.3.23 H32.3.22 00120036619 破砕：陶,が

上川 どうおうりさいくる ㈲道央リサイクル 富良野市緑町１３番１１号 0167-23-3948 本社電話に同じ H25.6.18 H30.6.17 00120019820
再生骨材等の製造(破砕（陶,
が））
破砕：木,繊

上川 どうほくきんぞく 道北金属㈲ 旭川市永山５条４丁目３番４号 0166-48-3789 本社電話に同じ H24.6.26 H29.5.21 00120048105 切断・圧縮：金

上川 なえさいせき 奈江砕石協同組合 空知郡中富良野町字奈江８３２番地 0166-44-3100 0167-22-0753 H22.5.20 H27.5.19 00120154494 破砕：陶,が

上川
なかがわもくたんせい
ぞう

中川木炭製造㈲ 中川郡中川町字中川４１２番地２ 01656-7-3663 本社電話に同じ H24.12.26 H29.12.25 00120139074 炭化：木

上川 なかだてけんせつ 中舘建設㈱ 名寄市風連町大町５４番地 01655-3-2507 本社電話に同じ H27.1.21 H32.1.20 00140064401 破砕：プ 埋立：プ,金,陶,が

上川
にっとうじゃりこうぎょ
う

日東砂利工業㈱ 上川郡東川町東３号北１番地 0166-82-2019 本社電話に同じ H25.7.29 H30.7.28 00140007221 破砕：プ,ゴ 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

上川 にゅーかねのゆ ㈲ニュー金の湯 旭川市南１条通２６丁目 0166-31-3086 本社電話に同じ H26.6.2 H31.6.1 00120004847 油水分離：油

上川 ぬまたじゃりさいせき 沼田砂利砕石㈱ 上川郡愛別町字金富３２５番地 01658-6-5656 本社電話に同じ H25.6.23 H30.6.22 00120054572
再生骨材等の製造（破砕（陶,
が））

上川 のだぐみ ㈱野田組 士別市朝日町中央４０２９番地 0165-28-3211
0165-28-2720
0166-85-4377

H22.10.12 H27.10.11 00120034026 破砕：木

上川
のだけんせつこうぎょ
う

野田建設工業㈱ 旭川市東鷹栖東２条３丁目 0166-57-5146 0166-85-3648 H25.7.22 H30.7.21 00120004844 再生骨材等の製造(破砕(陶,が))

上川 はっこうぼくじょう ㈲八紘牧場 富良野市字八幡丘１６９４番地７２ 0167-29-2969 本社電話に同じ H24.7.31 H29.7.9 00120136225 肥料製造：汚,糞

上川 はなもとけんせつ 花本建設㈱ 上川郡東川町南町１丁目１９番１号 0166-82-2021 本社電話に同じ H26.7.15 H31.6.27 00120006379
再生骨材等の製造(破砕（陶,
が））
破砕：木

上川
びえいがわじゃりさい
せきはんばいきょう
ぎょうくみあい

美瑛川砂利砕石販売協業組
合

上川郡美瑛町字下宇莫別第５ 0166-92-4533 本社電話に同じ H25.9.3 H30.9.2 00120055743
再生骨材等の製造(破砕(陶,が))
破砕：プ
圧縮：プ

上川 ひえだとしかず 稗田 敏和 上川郡当麻町伊香牛３区 0166-84-4212 0166-84-4211 H26.6.25 H31.6.24 00120102465 切断・圧縮：金

上川 ふくはらけんうん フクハラ建運㈱ 上川郡美瑛町中町３丁目４番１４号 0166-92-1240 0166-92-4104 H24.10.6 H29.10.5 00120112356
再生骨材等の製造（破砕（陶,
が））

上川 ふそうこうぎょう 富桑工業㈱ 富良野市春日町８番１号 0167-22-2522 0167-22-4026 H24.10.10 H29.9.17 00120134371
再生骨材等の製造（破砕（陶,
が））破砕：プ,ゴ,紙,木,繊,金
切断：金

上川
ふらののうぎょうきょう
どうくみあい

ふらの農業協同組合 富良野市朝日町３番１号 0167-23-3532 本社電話に同じ H24.7.19 H29.7.9 00120136224 肥料製造：汚

上川 ほくしんこうぎょう ㈱北新興業 旭川市１条通１５丁目８８１番地 0166-25-7510 本社電話に同じ H26.7.6 H31.7.5 00130019962 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

上川 ほくせいふらの 北清ふらの㈱ 富良野市字学田３区 0167-22-5066 0167-42-3712 H24.11.5 H29.11.4 00140000736

再生骨材等の製造（破砕（陶,
が））
破砕：プ,紙,木,繊,金
破砕・分離：紙,陶
天日乾燥：汚
圧縮：プ
脱水：汚
切断：プ,金

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

上川
ほっかいどうかーぼ
ないず

北海道カーボナイズ㈱ 名寄市風連町字豊里５０９番地７ 01655-3-4589 本社電話に同じ H22.12.26 H27.12.25 00120036318
破砕：木
炭化：木,残

上川
ほっかいどうかんきょ
う

北海道環境㈱ 上川郡和寒町字三笠１０３番地８０ 0165-32-2100 本社電話に同じ H25.1.23 H29.12.25 00120139769 破砕・分離：紙,陶

処分業（20150331）

http://www.tanakasekkai.jp/index.php


振興
局

優良
事業者

HP 読み 処理業者 本社住所 本社電話 営業所等電話 許可年月日 有効年月日 許可番号 事業の範囲（中間） 事業の範囲（最終）

上川 ほっかいほどう 北海舗道㈱ 名寄市字内渕２００番地 01654-3-8691 本社電話に同じ H24.7.29 H29.7.28 00120049856 再生骨材等の製造（破砕（が））

上川 まなべぐみ ㈱真鍋組 名寄市字徳田１００番地の８ 01654-3-2750 本社電話に同じ H25.12.28 H30.12.27 00120012985

再生骨材等の製造（破砕（陶,
が））
破砕：プ
天日乾燥：汚
薬剤固化：燃,汚,ば

上川
まるこましびるさーび
す

丸駒シビルサービス㈱ 旭川市４条西５丁目２番２号 0166-26-7500 本社電話に同じ H26.6.21 H31.6.20 00120018734 天日乾燥：汚

上川 みなみじゃりこうぎょう 南砂利工業㈱ 富良野市字山部東２３線２５６６番地４ 0167-42-3580 本社電話に同じ H23.12.15 H28.12.14 00120163847
再生骨材等の製造（破砕(陶,
が））

上川
みなみふらのちょうし
んりんくみあい

南富良野町森林組合 空知郡南富良野町字幾寅市街地 0167-52-2130 0167-52-3127 H22.7.19 H27.7.18 00120070398 破砕：木

上川 むらかみゆそう 村上油掃㈱ 旭川市永山北１条１０丁目２番３０号 0166-48-8212 0165-24-2415 H25.7.31 H30.7.7 00120004213
精製：油
焼却：油,紙,繊

上川 むらにしうんゆ 村西運輸㈱ 名寄市字徳田２８９番地２４ 01654-2-4501 本社電話に同じ H25.3.13 H30.3.12 00120007312
再生骨材等の製造（破砕（陶,
が））

上川 もだせきゆ 茂田石油㈱ 旭川市住吉４条２丁目８番１３号 0166-51-5121 0166-58-8801 H26.8.5 H31.6.29 00120112423
破砕：プ,金
圧縮：プ,金

上川 やくわぐみ ㈱八鍬組 旭川市台場２条２丁目４番１６号 0166-61-4649 本社電話に同じ H24.2.12 H29.2.11 00120046017 破砕：木

上川 やすいぐみ ㈱安井組 旭川市東光１４条１丁目３番６号 0166-31-5111 本社電話に同じ H25.12.9 H30.12.8 00120007222 破砕：木

上川 やまざきぐみ ㈱山崎組 中川郡美深町字東４条北４丁目７番地 01656-2-1665 本社電話に同じ H26.8.8 H31.8.7 00120150556 再生骨材等の製造（破砕（が））

上川
やまもとぐみさいせき
こうぎょう

㈱山本組砕石工業 士別市上士別町１６線南３番地 0165-24-2383 0165-24-2117 H25.10.14 H30.10.13 00120021338
再生骨材等の製造（破砕（陶,
が））

上川 よしおか ㈱吉岡 空知郡南富良野町字幾寅市街地 0167-52-2067 本社電話に同じ H25.1.9 H30.1.8 00120046726 破砕：陶,が

上川 りさいくるかみかわ ㈱リサイクルかみかわ 上川郡上川町天幕７０番地 01658-2-4043 本社電話に同じ H26.10.17 H31.10.14 00120064819 破砕：木,繊

上川 りぷろめたる ㈱リプロメタル 上川郡当麻町宇園別２区７１６２番地 0166-84-5548 本社電話に同じ H24.6.26 H29.6.25 00120158111 切断・圧縮：金
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