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件名 平成 28年度 旭川市ごみ減量等推進優良事業所認定証授与式 

日時 平成 29年 2月 10日（金）11時から 

場所 旭川市役所 総合庁舎 2階 第 2応接室 

内容 平成28年度旭川市ごみ減量等推進優良事業所のゴールド事業所に対

し，認定証の授与式を行う。 

担当 環境部クリーンセンターごみ減量係  高井 

   電話  ３６－２２１３ 

   FAX  ３６－４２３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 
有 ・ 無  平成 28年度 旭川市ごみ減量等推進優良事業所 

認定制度の概要及び認定状況 

（有・無のいずれかを囲むこと。） 

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。 
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たってのお願い 

 

 

備  考 
 

 



　　　　　　　　平成２８年度　旭川市ごみ減量等推進優良事業所認定制度の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要及び認定状況

１　趣旨と制度の概要

　環境に配慮し，ごみ減量やリサイクルなどに積極的に取組む事業所を，旭川市ごみ減量等推進

優良事業所として認定し，広く周知することにより，事業者や市民のごみ減量化に対する意識の

高揚を図り，循環型社会の形成を目的とする制度（平成 19 年度から実施）です。　

　認定は，取組内容に応じて「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の 3ランクで行っています。

　シルバー・ブロンズは書類審査と現地調査により決定し，最上位のゴールドについては，書類・

現地調査を経て認定審査会（※１）において決定します。

　平成 28 年度は新たにゴールド認定事業所が認定（2事業所）されたため，市内のゴールド認定

事業所の数は 12 事業所となりました。

　いずれのランクも認定期間は 2年間とし，認定された事業所には認定証授与とステッカーの交

付を行うほか，市ホームページで紹介しています。また，ゴールド認定事業所に対しては認定証

授与式を実施しています。

　（※１）認定審査会

　　　　 開催日　平成 28 年 11 月 16 日（開催済み）

　　　　 委員　（市職員）環境部長，経済観光部長

　　　　　　　 （学識経験者）北海道教育大学旭川校教授

　　　　　　　 （経済産業団体）旭川商工会議所

　　　　　　　 （廃棄物処理業界）旭川清掃事業協同組合

               （消費者団体）旭川消費者協会，循環ネットワーク旭川　

　　　　　　　  以上 7名。　

　　　　　　　　　

 

２　認定状況

　　　　平成 28 年度

        ゴールド 5事業所，シルバー 7事業所，ブロンズ 22 事業所

　　　　（平成 28 年度認定事業所一覧　2ページ）

　　　　平成 27 年度（参考）

        ゴールド 7事業所，シルバー 10 事業所，ブロンズ 26 事業所

３　ゴールド認定事業所の特徴・独自的な取組

　　　　　（３－４ページ）



役職 氏名

28-G1 2017/2/1 9月26日 継続 荒井建設　株式会社 1 070-0054 旭川市4条西2丁目2番2号 取締役社長 荒井　保明

28-G2 2017/2/1 8月23日 継続 株式会社　イトーヨーカ堂　旭川店 1 070-0036 旭川市6条通14丁目-64 店長 藤澤　貴志

28-G3 2017/2/1 10月14日 継続 医療法人　仁友会　北彩都病院 1 070-0030 旭川市宮下通9丁目4153番12 理事長 石田　裕則

28-G4 2017/2/1 9月30日 新規 日本郵便株式会社　旭川東郵便局 1 078-8799 旭川市東旭川町共栄98-4 局長 羽沢　弘幸

28-G5 2017/2/1 9月23日 新規 北海道コカコーラボトリング　株式会社 1 071-8111 旭川市東鷹栖東1条6丁目637番地41 旭川販売課長 鈴木　聖平

役職 氏名

28-S1 2017/2/1 8月19日 継続 株式会社　旭友興林 1 070-8004 旭川市神楽4条5丁目1番32号 代表取締役 堀口　輝幸

28-S2 2017/2/1 9月15日 継続 株式会社　ダイイチプラニング 1 070-0811 旭川市川端町1条6丁目1番17号 代表取締役 佐藤　憲幸

28-S3 2017/2/1 9月29日 継続 カネタグループ 5 071-8121 旭川市末広東1条12丁目1番3号 代表取締役 金田　和鐘

28-S4 2017/2/1 9月23日 継続 有限会社　成瀬印刷 1 070-0035 旭川市5条通16丁目左9号 代表取締役社長 成瀬　和之

28-S5 2017/2/1 9月23日 継続 株式会社　あいわプリント 1 070-0030 旭川市3条通4丁目右1号 代表取締役 渡辺　辰美

28-S6 2017/2/1 9月15日 継続 株式会社　丸善三番舘 1 070-8503 旭川市3条通15丁目右1号 代表取締役 大蔵　謙造

28-S7 2017/2/1 9月30日 新規 旭星クリーン　株式会社 2 070-0864 旭川市住吉4条2丁目8番13号 代表取締役 茂田　真徳

役職 氏名

28-B1 2017/2/1 7月21日 継続 東海産業　株式会社 1 070-0023 旭川市東3条6丁目 取締役社長 津山　建

28-B2 2017/2/1 9月23日 継続 株式会社　大芝 1 079-8423 旭川市永山13条3丁目1番20号 代表取締役 高村　秀範

28-B3 2017/2/1 7月19日 継続 東信印刷　株式会社 1 078-8231 旭川市豊岡1条3丁目 取締役社長 伊林　克泰

28-B4 2017/2/1 9月7日 継続 大和印刷　株式会社 1 078-8233 旭川市豊岡3条2丁目 取締役社長 中野　英二

28-B5 2017/2/1 9月2日 継続 谷川印刷　株式会社 1 070-0831 旭川市旭町1条4丁目 代表取締役 谷川　敞

28-B6 2017/2/1 9月2日 継続 高田建設　株式会社 1 071-8121 旭川市末広東１条１２丁目２番３号 代表取締役 高田　晋

28-B7 2017/2/1 8月16日 継続 株式会社　富士建設コンサル 1 078-8213 旭川市3条通21丁目右1号 代表取締役 山内　一賴

28-B8 2017/2/1 9月23日 継続 株式会社　村山 1 070-0032 旭川市2条通13丁目右3号 代表取締役 村山　元保

28-B9 2017/2/1 8月13日 継続 株式会社　石田兼松八興建設 2 070-0810 旭川市本町2丁目437-119 代表取締役 石田　一彦

28-B10 2017/2/1 9月23日 継続 有限会社　東洋印刷 1 078-8218 旭川市８条通２２丁目１５番地６６ 代表取締役 中嶋　稔

28-B11 2017/2/1 9月16日 継続 野田建設工業　株式会社 1 071-8112 旭川市東鷹栖東2条3丁目 代表取締役 野田　武

28-B12 2017/2/1 9月29日 継続 株式会社　井田印刷工房 1 070-0031 旭川市1条通11丁目左4号 代表取締役 井田　多加夫

28-B13 2017/2/1 9月20日 継続 株式会社　田中組　旭川支店 1 070-0030 旭川市宮下通13丁目右10号 執行役員支店長 吉田　和也

28-B14 2017/2/1 9月29日 継続 あさひ印刷　有限会社 1 078-8218 旭川市８条通２２丁目右１０号 代表取締役 鍛冶澤　直樹

28-B15 2017/2/1 8月2日 継続 あさひかわ農業協同組合　本所 1 078-8234 旭川市豊岡4条1丁目274番地の2 代表理事組合長 白鳥　隆志

28-B16 2017/2/1 9月29日 継続 旭川印刷製本工業協同組合　事務局 1 078-8217 旭川市7条通23丁目358番地 代表理事 井田　多加夫

28-B17 2017/2/1 7月22日 継続 有限会社　かとう印刷 1 070-8005 旭川市神楽5条4丁目1-11 代表取締役 加藤　禮子

28-B18 2017/2/1 9月23日 継続 株式会社　金子シール 1 070-8013 旭川市神居3条9丁目333番地の3 代表取締役 金子　正

28-B19 2017/2/1 9月23日 継続 株式会社　ドルック 1 078-8272 旭川市工業団地2条1丁目2番6号 代表取締役 斉藤　啓一

28-B20 2017/2/1 9月30日 継続 株式会社  アートホテル旭川 1 070-0037 旭川市７条通６丁目２９番地２ 代表取締役社長 山本　俊祐

28-B21 2017/2/1 8月19日 新規 マルヨシ印刷　株式会社 1 078-8232 旭川市豊岡2条3丁目4番2号 代表取締役 由良　和喜

28-B22 2017/2/1 9月30日 新規 北海道電力株式会社　旭川支店 1 070-8678 旭川市4条通12丁目1444番地の1 旭川支店長 中川　秀世

平成２８年度　認定事業所一覧

　【ゴールド】
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　【シルバー】
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事業所名 所在地

業　種 従業員数 認定状況

事業所名 所在地

業　種 従業員数 認定状況

事業所名 所在地

業　種 従業員数 認定状況

事業所名 所在地

業　種 従業員数 認定状況

３　ゴールド認定事業所の特徴・独自的な取組（１）

独自的な
取組内容

≪写真付き啓発ポスターなどの作成≫

　集積場に写真付きの啓発ポスターを設置するなど，数多い職員に対し注意を促しています。

≪全社員に対する教育・啓発≫

　全社員を徹底した研修を年に1回行い，環境活動に対する教育を実施しています。

≪備品などの長期使用≫

　備品や事務用品は，バックスペースで保管し，繰り返し修理をしながら長期使用しています。

日本郵便株式会社　旭川東郵便局 旭川市東旭川町共栄９８－４

複合サービス事業 ６４０名
Ｈ２４年度（第６回）シルバー認定

Ｈ２８年度（第１０回）ゴールドにランクアップ

特　徴
　日本郵政グループの「環境マニュアル」に則り，ごみの分別･減量化をはじめ事業用車両から

排出される排出ガス削減など環境に配慮した取り組みを行っています。

独自的な
取組内容

≪ペーパーレス化への積極的な取り組み≫

　電子カルテやオーダーリングシステムの採用，ペーパーレス会議など紙使用量の削減に取り組んでいます。

≪備品類の長期使用・再利用の工夫≫

　不要になった備品は他の部署で利用を促し，院内でのリサイクル利用される仕組みができています。

≪エコマーク製品などの再生品の積極的採用≫

　エコマークやグリーンマークの付いた物や再生品を積極的に取り入れるようにしています。

医療法人　仁友会　北彩都病院 旭川市宮下通９丁目４１５３番１２

医療，福祉 ２５０名
Ｈ２２年度（第４回）シルバー認定

Ｈ２４年度（第６回）からゴールドにランクアップ

特　徴
　医療用消耗品は院内物流管理システム（ＳＰD）を導入し過剰在庫を無くしています。

省エネやエコ商品の活用などによる環境配慮への取り組みも行っています。

独自的な
取組内容

≪店頭回収した資源物を使用した再生品の販売≫

　店頭回収したトレイを原料として製造した再生トレイを採用しています。

≪食品廃棄物のリサイクル≫

　食品廃棄物を堆肥化し，セブンファームにて使用し，収穫した野菜を店頭にて販売しています。

≪従業員による分別の徹底≫

　ごみの排出時にサインをするなど廃棄物削減の意識付けを行っています。

　株式会社　イトーヨーカ堂　旭川店 旭川市６条通１４丁目６４

卸売り業，小売業 150名
Ｈ１９年度（第1回）シルバー認定

Ｈ２０年度（第２回）からゴールドにランクアップ

特　徴
　セブン&アイグループの環境指針のもと，環境負荷の低減，地球環境の保全に向けて消費者に

密着したさまざまな活動に取り組んでいます。

荒井建設　株式会社 旭川市４条西２丁目２番２号

Ｈ24年度（第6回）からゴールド認定171名建設業

特　徴

独自的な
取組内容

　社内グループウェア・テレビ会議などをフル活用したペーパーレス化の推進と従業員全員が情報を

共有した厳密なごみ管理，地域のボランティアなど幅広い環境活動も積極的に行っています。

≪紙類の使用量を抑制≫

　社内LANシステム，メディア媒体を利用しプリント配布をしないといったペーパーレス化に取り組んでいます。

≪分別・リサイクルの徹底≫

　独自のリサイクル・分別マニュアルを掲示し，スペースは清潔に保たれてます。

≪ボランティア活動・環境美化活動≫

　ボランティアでの清掃，草刈り，土砂除去など積極的に環境美化活動を行っています。



事業所名 所在地

業　種 従業員数 認定状況

３　ゴールド認定事業所の特徴・主な取組（２）

※北彩都病院は都合により，認定証授与式に出席しません。

　

独自的な
取組内容

≪エコマーク製品などの再生品の積極的採用≫

　生産者責任としてペットボトル再生品の作業服を採用しています。

≪紙類の使用量を抑制≫

　社内のグループウェアやWeb会議システムを活用し，紙類の使用抑制に取り組んでいます。

≪子供向けの環境教室などの実施≫

　子供向けのエコ教室や環境学習教室などを積極的に実施し地域社会の環境維持に貢献しています。

北海道コカ・コーラボトリング　株式会社 旭川市東鷹栖東１条６丁目６３７番地４１

卸売り業，小売業 １２８名
Ｈ２４年度（第６回）シルバー認定

Ｈ２８年度（第１０回）ゴールドにランクアップ

特　徴
　ISO指針やコカ･コーラグループの指針に従い北海道の自然環境を守る活動を推進しています。


