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空知 あしべつしげんしょう ㈲芦別資源商 芦別市上芦別町５１９番地の１０ 0124-22-3753 本社電話に同じ H26.8.28 H31.8.13 00120144248 破砕・溶融：プ(発泡スチロール)

空知 いとうさんぎょう いとう産業㈲ 美唄市字茶志内３０７７番地４５ 01266-5-2488 01266-5-2232 H23.4.17 H28.4.16 00120039079 破砕：紙,木,陶,が

空知 いわさけんせつ ㈱岩佐建設 砂川市吉野１条南１丁目９番１４号 0125-52-3293 0125-52-6332 H26.4.20 H31.4.19 00120016918 溶融：が(アスファルト)

空知
いわみざわこししげん
せんたー

㈲岩見沢古紙資源センター 岩見沢市南町７条３丁目４番１号 0126-25-0391 0126-45-3334 H26.5.12 H31.5.11 00120008642
分別：プ,金
破砕：金
圧縮・梱包：プ,紙

空知
いわみざわぱーと
なーしっぷ

㈲岩見沢パートナーシップ 岩見沢市宝水町２０７番地１ 0126-22-0478 本社電話に同じ H25.3.8 H30.3.7 00130170678
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,
残,金,陶,鉱,が,糞,体,
ば,⑬

空知 えいこうさんぎょう ㈲栄光産業 芦別市北５条西１丁目１番地の１８ 0124-22-2620 本社電話に同じ H26.2.14 H31.1.5 00140004219

焼却：紙,木,繊
破砕：金,が
選別：金
破砕分離：紙,陶

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

空知 えこあくてぃぶ ㈱エコアクティブ 札幌市手稲区星置南４丁目４３番８号 011-685-5800 011-685-3100 H22.4.16 H27.4.15 00120150478 高温高圧滅菌減容：プ

空知 えべおつじゃり ㈲江部乙砂利 滝川市江部乙町東１０丁目９番５６号 0125-75-2089 本社電話に同じ H22.6.24 H27.6.23 00120119644 破砕：陶,が

空知 えむずはらだ ㈱ＭＺ原田 札幌市東区苗穂町３丁目４番３１号 011-704-1351 0126-24-7718 H26.12.3 H31.12.2 00120151038 破砕：が

空知 おおとみこうぎょう 大富工業㈱ 札幌市東区東苗穂５条１丁目６番３６号 011-781-5311 011-378-7111 H23.10.20 H28.10.19 00120018525

ペレットの製造(破砕・溶融)：プ
溶融：プ
破砕：プ
圧縮：プ

空知 かわにしこうぎょう ㈲川西興業 滝川市北滝の川１９４３番地 0125-23-0509 本社電話に同じ H22.5.17 H27.5.16 00120069734
破砕：陶,が
選別：金

空知 かわもとうんゆ 川本運輸㈱ 赤平市共和町２０１番地 0125-32-6391 本社電話に同じ H27.2.4 H32.1.27 00120042094 破砕・圧縮：プ(発泡スチロール)

空知 優
かんきょうえんじにあ
りんぐ

環境エンジニアリング㈱ 札幌市東区北１９条東１丁目１番１号 011-741-3670 0126-64-3033 H23.3.29 H30.3.28 00140125448
破砕：陶,が
造粒固化：汚（無機性汚泥に限
る。）

埋立：油(タールピッ
チのみ）,燃,プ,紙,木,
残,ゴ,金,鉱,繊,陶,が,
糞,体,汚,ば,⑬

空知 🏠 かんきょうさーびす 環境サービス㈱ 砂川市西４条南１丁目３番１号 0125-52-2739 0125-52-6902 H23.11.15 H28.10.28 00140005750

破砕：プ,木,ゴ,が
天日乾燥：汚
破砕・溶融：プ
破砕・圧縮：プ
圧縮：プ

埋立：油(タールピッ
チのみ）,燃,汚,紙,木,
繊,残,鉱,ば,プ,ゴ,金,
陶,が,糞,体,⑬

空知 きょうせい ㈱共生 夕張郡由仁町熊本７６１番地 0123-87-3253 本社電話に同じ H24.9.27 H29.9.26 00120167797 堆肥の製造：汚,残

空知 きょうりつどうろ 共立道路㈱ 夕張郡栗山町字大井分３２６番地 0123-72-6006 本社電話に同じ H24.5.12 H29.5.11 00120047764
破砕：陶,が
炭化：木

空知 きょくとうけんせつ 極東建設㈱ 滝川市明神町２丁目１番１５号 0125-23-1171 0125-76-4775 H24.2.5 H29.2.4 00120045537
破砕：陶,が
選別：金

空知 🏠
くりおかじゃりけんせ
つこうぎょう

栗丘砂利建設工業㈱ 岩見沢市栗沢町栗丘２２４番地４ 0126-45-3978 本社電話に同じ H23.4.28 H28.3.29 00120075291
破砕：陶,が
脱水：汚

空知 こうわけんせつ 興和建設㈱ 雨竜郡秩父別町１３１２番地 0164-33-2262 0164-33-3883 H27.2.4 H32.2.3 00140027961
再生骨材の製造(破砕・選別)：
が
破砕：プ,ゴ

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

空知 こたにさんぎょう 小谷産業㈱ 岩見沢市上幌向町５２９番地１０ 0126-26-3838 本社電話に同じ H25.1.17 H30.1.16 00120001175
破砕：が,木
炭化：木(天然木)
切断：金

空知 さいとうかずなり 斉籐　一成 岩見沢市日の出南１丁目２番１１号 0126-25-0810 本社電話に同じ H26.4.16 H31.3.11 00120109769 切断・圧縮：金

空知 優 さんきかいはつ 三基開発㈱ 札幌市西区宮の沢４条４丁目１番１号 011-662-6590 011-378-2261 H26.7.1 H31.6.30 00120019446 破砕：木

空知
さんりつこんくりーとだ
せつ

三立コンクリート打設㈱ 砂川市東１条南２０丁目１番３８号 0125-52-4789 本社電話に同じ H22.8.17 H27.8.16 00120112364
分級・脱水：汚
天日乾燥：汚

処分業（20150331）

http://san-pai.jp/2016/03/02/%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/
http://san-pai.jp/2016/03/02/%E6%A0%97%E4%B8%98%E7%A0%82%E5%88%A9%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/


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）

空知 しげんさーびす 資源サービス㈱ 雨竜郡妹背牛町字妹背牛４９９番地の５ 0164-32-2531 本社電話に同じ H27.3.28 H32.3.27 00120063866 破砕：陶,が

空知 しょううん ㈱照運 砂川市西１条北１２丁目１番２８号 0125-52-5027 本社電話に同じ H26.7.5 H31.6.30 00140018933
破砕：木,が,陶,プ
切断・破砕：金,陶,が
切断：金

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

空知 しょうわまてりある 昭和マテリアル㈱ 岩見沢市上幌向町５４２番地７ 0126-26-3636 本社電話に同じ H26.5.11 H31.5.10 00120060416 破砕：木

空知 しょくえいしょうじ 植栄商事㈱ 赤平市東文京町１丁目１番地 0125-32-2225 本社電話に同じ H23.12.26 H28.12.25 00120044526
破砕：陶,が
選別：金

空知
しんたにししどけんせ
つ

㈱新谷宍戸建設 滝川市泉町１３５番地１ 0125-22-4050 本社電話に同じ H23.12.11 H28.12.10 00120044525
破砕：陶,が
選別：金

空知 ぜにあてっくす ㈱ゼニアテックス 赤平市茂尻旭町１丁目１２番地１ 0125-34-2221 本社電話に同じ H23.8.14 H28.8.13 00120079258 破砕：プ

空知
そらちかんきょうそう
ごう

空知環境総合㈱ 岩見沢市宝水町２０７番地１ 0126-22-0478 0126-25-7370 H23.5.16 H28.5.15 00120005338

破砕：木,プ,紙,金,陶,が
脱水：汚
固化：汚,残
焼却：汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,
固,ゴ,金,陶,体

空知 そらちこうさん 空知興産㈱ 滝川市新町６丁目３番２０号 0125-23-2861 0125-78-3222 H23.1.23 H28.1.22 00140004839

焼却：汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,糞,
体,プ,ゴ,金,陶,固
破砕：木,陶,が,プ,金,繊,紙
肥料製造：汚,木,残,糞
固化：燃,ば,汚,陶
乾燥：汚,酸,ア,残,糞
選別：木,プ,紙,繊,金,が,陶
圧縮・梱包：プ,紙
破砕・減容：プ

埋立：燃,汚,紙,木,繊,
残,鉱,糞,体,ば,⑬,プ,
ゴ,金,陶,が

空知 たきかわまてりある ㈲滝川マテリアル 滝川市江部乙町西１２丁目１３番３８号 0125-75-5291 本社電話に同じ H23.12.28 H28.12.21 00120132740 破砕：木

空知 たにむらうんゆ 谷村運輸㈱ 岩見沢市岡山町１２番地３１ 0126-22-4466 本社電話に同じ H24.7.3 H29.7.2 00140039897 破砕：陶,が,プ,木 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

空知 つばきこうぎょう ㈱椿工業 江別市角山４４３番地１ 011-381-5511 本社電話に同じ H22.7.27 H27.7.26 00120127488 破砕：木

空知 てぃわいさんぎょう ㈱ＴＹ産業 夕張郡長沼町西７線南３番地 0123-88-0309 本社電話に同じ H24.9.25 H29.9.24 00120167795 堆肥の製造：残,糞

空知
とうえいけんせつこう
ぎょう

㈲東栄建設工業 赤平市若木町南５丁目１１番地 0125-32-4607 本社電話に同じ H24.5.24 H29.5.23 00120057867 破砕：木

空知 どうおうあすこん 道央アスコン㈱ 札幌市東区北１８条東１丁目３番３号 011-742-7079 0125-23-7562 H24.6.10 H29.6.9 00120085455 破砕：が

空知 どうおうかんきょう ㈱道央環境 芦別市芦別９８番地５ 0124-25-5151 本社電話に同じ H26.7.31 H31.7.30 00140150217 破砕：プ 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

空知
どうおうゆせつしょり
こうしゃ

㈱道央油設処理公社 美唄市字チャシュナイ１０２０番地１３３ 0126-65-2190 本社電話に同じ H26.7.1 H31.6.30 00140005786

焼却：汚,油
脱水：汚
油水分離：油
圧縮：プ,金,陶

埋立：燃,汚,油(ﾀｰ
ﾙ),紙,木,繊,鉱,ば,プ,
金,陶

空知 どうかんりさいくる ㈱道環リサイクル 樺戸郡新十津川町字中央８９番地４ 0125-76-2611 0125-76-2647 H24.11.5 H29.11.4 00140049854
破砕：陶,が,木
脱水：汚
選別：木,金

埋立：燃,汚,油(ﾀｰ
ﾙ),プ,紙,木,繊,残,固,
ゴ,金,陶,鉱,が,ば,⑬

空知 とみおかさんぎょう 富岡産業㈱ 深川市２条２３番１５号 0164-22-7184 0164-28-2011 H25.1.7 H30.1.6 00140001167 破砕：木,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

空知 ながたきんぞく ㈲長田金属 砂川市西１条北２４丁目２２８番地 0125-53-2188 本社電話に同じ H24.12.18 H29.12.12 00120039649
切断：金
圧縮：金

空知
ながぬまらくえんかん
こう

長沼酪苑観光㈱ 夕張郡長沼町東４線南６ 01238-8-2685 本社電話に同じ H25.10.30 H30.10.29 00120081665 再生骨材の製造(破砕)：が

空知 にこうさんぎょう ㈲二光産業 深川市稲穂町２丁目９番２１号 0164-22-6884 0164-22-3459 H25.6.26 H30.2.22 00140001453

破砕：紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が
選別：木
浮遊選別：木,金,が
切断・圧縮：金
破砕分離：紙,陶

埋立：プ,ゴ,金,陶,が
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空知 にしむらひろのり 西村　博徳 夕張郡由仁町岩内１８０９番地の１ 0123-87-3538 本社電話に同じ H23.12.21 H28.12.20 00120132110 堆肥の製造：残

空知 にっとうそうぎょう ㈱日東総業 夕張郡栗山町錦３丁目３４番地５ 0123-72-3122 本社電話に同じ H26.6.19 H31.6.18 00120113703 破砕・溶融：プ(発泡スチロール)

空知 🏠
にほんこうあつこんく
りーと

日本高圧コンクリート㈱ 札幌市中央区南２条西３丁目８番地 011-241-7106 01237-2-0020 H22.10.28 H27.10.13 00120033565
破砕：が,陶,金,プ
選別：金

空知 はやさかゆきお 早坂 之男 夕張郡由仁町西三川４３９番地 0123-86-2424 本社電話に同じ H22.11.30 H27.11.29 00120123162 堆肥の製造：残,糞

空知 はやしかんきょう ㈱ハヤシ環境 滝川市中島町２０４番地７ 0125-23-1500 本社電話に同じ H26.12.15 H31.12.14 00120003898 破砕・圧縮：プ

空知 ふじおかけんせつ ㈱藤岡建設 雨竜郡北竜町字和１９番地の７ 0164-34-2231 本社電話に同じ H22.9.21 H27.9.20 00130033082 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

空知 ふじけんせつ 不二建設㈱ 滝川市西滝川２３２番地１ 0125-24-6211 0146-28-1162 H23.12.20 H28.12.19 00120044374 破砕：が,陶

空知
ふたばけんせつさん
ぎょう

双葉建設産業㈱ 芦別市北６条西２丁目９番地の１１ 0124-22-3693 0124-22-3830 H23.12.20 H28.12.11 00140041261
破砕：が,陶,木,紙,繊,プ,ゴ
選別：金
破砕・選別：紙,陶

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

空知
ほくおうかせいじぎょ
うきょうどうくみあい

北央化製事業協同組合 空知郡南幌町南７線西１５番地 011-378-5550 本社電話に同じ H22.5.13 H27.5.12 00120115921 破砕・油脂分離：体,残,固

空知
ほくおうどうろこうぎょ
う

北央道路工業㈱ 札幌市東区北８条東１丁目１番３５号 011-721-4455 0164-35-2121 H24.5.9 H29.5.8 00120034894 破砕：が

空知
ほくほうかがくけん
きゅうしょ

㈲北放化学研究所 砂川市西２条北７丁目１番５号 0125-54-2345 本社電話に同じ H23.6.25 H28.6.24 00120032467 中和：酸,ア

空知 優 🏠 ほくほうしょうけん ㈱北豊商建 岩見沢市北村赤川５８６番地５４ 0126-55-3223 本社電話に同じ H25.8.5 H29.6.12 00120056630
破砕：陶,が,木
天日乾燥：汚
造粒固化：汚

空知 ほくゆうけんせつ 北有建設㈱ 美唄市字美唄１４６９番地９ 0126-62-7161 0126-63-3864 H26.4.19 H31.4.18 00120016025 破砕：が

空知 ほっかいこうえい ㈲北海工栄 雨竜郡沼田町字沼田１２２８番地 0164-35-1685 本社電話に同じ H25.10.6 H30.10.5 00130056219 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

空知
ほっかいどうあとりう
む

㈱北海道アトリウム
空知郡奈井江町字奈井江町１７１番地３
５

0125-65-5707 本社電話に同じ H23.8.3 H28.7.24 00120129337
堆肥の製造(破砕・発酵)：木
破砕：木

空知 ほっかいどうさぽに ㈱北海道サポニ 空知郡南幌町南１０線西１４番地 011-375-8653 本社電話に同じ H26.4.24 H31.4.23 00120169888 破砕：プ,圧縮：プ

空知
ほっかいはねだこんく
りーと

北海羽田コンクリート㈱ 斜里郡斜里町新光町１２番地５ 0152-23-3707 0123-88-0160 H24.11.28 H29.11.27 00120139631 再生骨材の製造(破砕)：が,陶

空知 ほっぽううんゆ 北邦運輸㈱ 深川市３条１８番５１号 0164-23-3528 本社電話に同じ H24.5.29 H29.5.21 00140047631 破砕：が,木,プ,ゴ 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

空知 まおいしげん ㈲マオイ資源 夕張郡長沼町字幌内１７２０番地 0123-84-2313 本社電話に同じ H25.6.26 H30.4.14 00120142124 再生骨材の製造(破砕)：が

空知 まるき ㈲まるき
空知郡奈井江町字奈井江町１７１番地３
０

0125-66-2180 本社電話に同じ H24.7.5 H29.7.4 00120085597 破砕：木

空知 まるやまうんそう 円山運送㈱ 札幌市西区宮の沢１条４丁目１３番７号 011-662-2288 0126-45-4102 H26.6.11 H31.6.1 00120061046 破砕：プ

空知 みやこうけん 宮工建㈱ 岩見沢市北本町東１０丁目３番５号 0126-25-3800 0126-24-9438 H23.6.17 H28.6.16 00140003704
破砕：が
選別：金,が

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

空知 むさしのかがく ㈱ムサシノ化学 夕張郡栗山町字鳩山１１番地４３ 01237-2-4899 本社電話に同じ H23.7.18 H28.7.17 00120023479 破砕：プ

空知 めでぃかるくりあー ㈱メディカルクリアー
札幌市中央区大通西６丁目１０番地　大
通公園ビル７F

011-615-9595 01242-2-3973 H25.4.10 H30.4.9 00120004841
焼却：汚,油,紙,木,繊,残,プ,ゴ,金,
陶

空知
めでぃかるせふてぃし
すてむ

㈱メディカル・セフティ・システ
ム

空知郡上砂川町上砂川４５番地１ 0125-62-6011 0125-42-3411 H23.10.25 H28.10.24 00120005116
破砕：プ
破砕・圧縮：プ

空知
やくしんさんぎょううん
ゆ

㈲躍進産業運輸 深川市音江町字音江９９８番地１ 0164-25-1830 本社電話に同じ H26.12.3 H31.11.5 00140024282 破砕：木,陶,が 埋立：プ,金,陶,が

空知 ゆにけんざい ユニ建材㈲ 夕張郡由仁町川端２８９番地 0123-87-3316 本社電話に同じ H26.1.28 H31.1.26 00120146996 再生骨材の製造(破砕)：が,陶

処分業（20150331）

http://www.nihonkoatsu.co.jp/index.html
http://kk-hokuhou.com/

