
振興
局

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） ※ HP

後志 いのうえさんぎょう 井上産業㈱ 磯谷郡蘭越町港町１３９３番地１ 0136-56-2556 本社電話に同じ H23.3.12 H28.3.11 00120033073
焼却：紙,木,繊,プ
破砕：が,木

後志 えこふぃすじゃぱん エコフィスジャパン㈱ 札幌市清田区平岡１条２丁目１２番１７号 011-886-2610 0133-74-8668 H23.8.29 H28.8.2 00120049289
破砕・溶融：プ
圧縮・梱包：プ,紙,繊 🏠

後志 えこめんてなんす エコメンテナンス㈱ 岩内郡岩内町字大浜１８番地の１７ 0135-62-3611 本社電話に同じ H27.1.29 H32.1.28 00120027417
乾燥：汚,残
天日乾燥：汚

後志 おおもりさんぎょう ㈲大森産業 小樽市真栄１丁目１８番３号 0134-22-3389 0134-21-3113 H24.6.15 H29.5.30 00120005801

破砕：プ
破砕圧縮：プ
圧縮梱包：プ
破砕溶融：プ
選別圧縮：金
圧縮：金

後志
おたるえいせいかがく
こうぎょう

㈱小樽衛生化学工業 小樽市桜２丁目２６番３５号 0134-54-7506 0134-26-1667 H22.8.20 H27.8.19 00120007828
脱水：汚
破砕：プ
圧縮･減容:プ(発泡ｽﾁﾛｰﾙ)

後志 おたるえこさーびす 小樽エコサービス㈱ 小樽市築港１１番１号 0134-21-5020 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00120059788
選別・圧縮（移動式）：金
選別：陶
破砕・圧縮：プ

後志
おたるけんせつさん
ぎょう

小樽建設産業㈲ 小樽市幸２丁目１４番１号 0134-32-3550 本社電話に同じ H26.11.1 H31.9.12 00120016521
破砕：プ,木,陶,が
浮遊選別：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶

後志 おばらこうぎょう ㈲小原興業 小樽市朝里川温泉１丁目２１９番４号 0134-54-8316 本社電話に同じ H26.8.28 H31.8.2 00120016514
圧縮・梱包：プ
破砕・圧縮：プ
圧縮・減容：金

後志
きたしりべしせいそう
きぎょうくみあい

北後志清掃企業組合 余市郡余市町大川町７丁目７２番地 0135-21-2660 0135-22-0077 H22.11.23 H27.11.22 00120018442 肥料製造：汚,酸,ア,残,糞

後志 きょうわせいそうしゃ ㈲共和清掃社 岩内郡共和町発足２４５７番地 0135-74-3621 本社電話に同じ H22.11.16 H27.11.15 00140032665 減容溶融：プ 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

後志
きょくとうさんぎょうこう
えき

極東産業交易㈱ 小樽市稲穂５丁目１９番３号 0134-25-8455 本社電話に同じ H23.2.6 H28.2.5 00120122232 破砕：プ,金,陶

後志 ごとううんゆ ㈲後藤運輸 島牧郡島牧村字本目１０１番地１ 0136-76-7504 本社電話に同じ H25.11.26 H30.11.16 00120010598 破砕：が,陶

後志 さっぽろゆし ㈱札幌油脂 小樽市銭函３丁目５２２番地６ 0134-62-7592 本社電話に同じ H23.4.1 H28.3.31 00120035154 沈殿・濾過：油

後志 さぶこ ㈱サブコ
札幌市西区西野３条８丁目１番１－８１７
号

011-665-0404 本社電話に同じ H26.1.24 H31.1.23 00120062748
破砕：プ,陶
圧縮：金

後志 しょうわとらっく 昭和トラック㈱ 虻田郡真狩村字真狩４０番地８ 0136-45-2231 本社電話に同じ H22.8.4 H27.8.3 00140032030 破砕：が,木 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

後志
しりべしけんせつこう
ぎょう

後志建設工業㈱ 虻田郡喜茂別町字喜茂別２７５番地３ 0136-33-2134 本社電話に同じ H26.2.16 H31.2.15 00120014157 再生骨材の製造（破砕）：陶,が

後志 しんえいしょうじ 進栄商事㈲ 小樽市勝納町７番２１号 0134-22-8402 0134-23-6802 H23.5.14 H28.4.30 00120052099
金属製品の原料の製造：（切断）
金,（圧縮）金

後志 すっつさいせき ㈱寿都砕石 寿都郡寿都町字矢追町５９５番地２ 0136-62-2402 本社電話に同じ H23.6.3 H28.5.31 00120097976 再生骨材の製造（破砕）：陶,が

後志 すっつなまこん 寿都生コン㈱ 寿都郡寿都町字矢追町７０９番地の１ 0136-62-3711 本社電話に同じ H24.8.20 H29.8.19 00120098277
脱水：汚（無機性に限る）
破砕：陶,が
造粒・硬化：汚（無機性に限る）

後志
たいこうけんざいこう
ぎょう

㈱大功建材工業 小樽市天神３丁目９番２号 0134-22-1330 本社電話に同じ H24.3.22 H29.2.12 00120016518 破砕：陶,が

後志 たかのれいとう 高野冷凍㈱ 小樽市長橋１丁目２１番１１０号 0134-23-7585
0135-23-5215
0135-22-4175

H25.11.5 H30.11.4 00120018441
脱水：汚,残
乾燥：汚,残

後志 たむらこうぎょう ㈱田村工業 岩内郡岩内町字相生１４７番地の１０ 0135-62-1080 本社電話に同じ H23.2.1 H28.1.28 00120074634 破砕：陶,が

後志 つじもくざい 辻木材㈱ 札幌市手稲区星置南１丁目１番１５号 011-683-2441 0135-34-6011 H27.3.21 H32.2.2 00120062416 破砕：木

後志 なかのさんぎょう ㈲中野産業 虻田郡ニセコ町字ニセコ４４６番地 0136-58-2755 本社電話に同じ H24.12.26 H29.12.7 00140000859 破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

後志 なんきけんせつ 南輝建設㈱ 札幌市南区石山１条２丁目１番１０号 011-591-1232 本社電話に同じ H23.4.21 H28.4.20 00120109473 焼却：プ,紙,木,繊
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後志 にきじゅうき ㈲仁木重機 余市郡仁木町西町３丁目２８番地 0135-32-3125 本社電話に同じ H26.7.21 H31.7.20 00140020425 破砕：が,陶,木,プ 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

後志 にせこかんきょう
ニセコ環境㈱
（旧ニセコ運輸㈲）

虻田郡倶知安町字峠下 0136-22-0745 本社電話に同じ H26.3.14 H29.3.26 00140039647

再生骨材の製造（破砕）：陶,が
ＲＤＦの製造（破砕・圧縮・成
型）：紙,木,繊
たい肥化：汚,酸,ア,紙,木,繊,残,
糞
プラスチック製品の原料の製造：
（破砕・溶融）プ,（溶融）プ
金属製品の原料の製造（選別・
圧縮）：金
ＲＰＦの製造（脱水・破砕・圧縮・
成型）：プ,紙,木,繊,ゴ
改質：汚（無機汚泥に限る）
破砕：プ,紙,木,繊,金,陶
選別：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
圧縮・梱包：プ,紙,繊,金
油水分離：油
天日乾燥：汚
切断・選別：プ,金

埋立：プ*,ゴ*,金*,陶
*,が*,汚,紙*,木*,繊
*,残,糞,体

後志
にちどうけんせつうん
ゆ

㈱日道建設運輸 虻田郡喜茂別町字喜茂別３５５番地 0136-33-2629 本社電話に同じ H24.3.14 H29.2.27 00120003238 破砕：陶,が

後志 にほんあすぱらがす 日本アスパラガス㈱ 岩内郡岩内町字野束２２番地３ 0135-62-1001 本社電話に同じ H26.5.13 H31.4.22 00120110809 生物分解：酸

後志
のうじくみあいほうじ
んふたばたいひせい
さんりようくみあい

農事組合法人双葉堆肥生産
利用組合

虻田郡喜茂別町字中里３４４番地 0136-33-6114 本社電話に同じ H27.3.17 H32.3.16 00120117210 堆肥化：汚

後志 ひらのうんゆ 平野運輸㈲ 岩内郡岩内町字高台１１９番地２ 0135-62-0681 本社電話に同じ H25.8.5 H30.7.29 00120004440
破砕：が,プ
破砕・圧縮・溶融：プ 🏠

後志 ふかざわ ㈱フカザワ 余市郡仁木町北町１丁目８０番地 0135-32-3073 0135-32-2510 H25.5.29 H30.5.16 00120103931
再生骨材等の製造（破砕）：が,
陶
燃料及び敷料の製造(破砕)：木

後志 ほくしんさんぎょう 北進産業㈱ 小樽市塩谷１丁目１番４３号 0134-26-4402 本社電話に同じ H25.10.28 H30.10.11 00120009681
破砕：陶,が
炭化：木

後志
ほっかいどうかんきょ
うきてーる

㈱北海道環境キテール 沙流郡日高町字清畠８７番地１７ 011-811-1366 01456-5-2347 H27.1.27 H32.1.26 00140116425
再生骨材の製造(破砕)：が
天日乾燥：汚
破砕：プ,木

埋立：燃,汚,油,プ*,
紙,木,繊,残,固,ゴ*,
金,陶*,鉱,が*,糞,体,
ば,⑬

🏠

後志 ほっかいどうきむら ㈱北海道木村 小樽市銭函４丁目１６１番４号 0133-72-6028 本社電話に同じ H26.3.15 H31.2.21 00120005800

プラスチック製品の原料の製造：
(破砕)プ,(破砕・溶融)プ,(圧縮・
梱包)プ,(梱包)プ,(圧縮)プ
RPFの製造：(破砕)：プ,紙,木,繊,
陶、(圧縮・成型)プ,紙,木,繊,残,
陶
ﾌｫｰﾐﾝｸﾞ抑制剤の製造：(破砕)
プ,紙,木,繊,陶、(圧縮・成型)燃,
汚,プ,紙,木,繊,残,陶,鉱,ば
金属製品の原料の製造：(選別)
プ,金,(圧縮)金
破砕：残,陶
脱水：残

後志
ほっかいどうぱわーえ
んじにありんぐ

北海道パワーエンジニアリン
グ㈱

札幌市中央区北４条西１丁目２番地１ 011-221-3921 0135-75-3326 H22.9.22 H27.9.21 00120028716
濃縮：ア
乾燥：汚

後志 みついすみけんどうろ 三井住建道路㈱ 東京都新宿区余丁町１３番２７号 03-3357-9081

011-642-0881     
                        
                        
                        
                        
                        
   　　　　0135-

62-0684

H24.6.5 H29.4.27 00120005787 破砕：陶,が

後志 みやおかうんゆ ㈲宮丘運輸 岩内郡岩内町字東山２０番地の１ 0135-62-1497 本社電話に同じ H24.6.27 H29.6.26 00120004216 破砕：木,陶,が
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後志
みやもとどけんこう
ぎょう

宮本土建工業㈱ 小樽市奥沢１丁目１９番４号 0134-25-8787 0134-62-2790 H25.8.29 H30.8.28 00120106050
破砕：陶,が
固化：汚

後志
むろのけんせつこう
ぎょう

室野建設工業㈱ 磯谷郡蘭越町蘭越町５１４番地２ 0136-57-5418
0135-58-2526
0136-56-2311

H24.7.5 H29.7.3 00120042626 破砕：陶,が

後志 やおき ㈲八起 小樽市赤岩１丁目２７番３４号 0134-33-6560 0133-76-2151 H26.7.2 H31.7.1 00120021273 破砕：プ,木,繊

後志
やましゅうしまだけん
ぎょう

㈱山修嶋田建業 小樽市入船３丁目１６番７号 0134-32-2017 本社電話に同じ H26.7.9 H31.6.8 00120016536 破砕：が

処分業（20150331）


