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令和元年度 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。 

 令和元年度は 8 事業所からゴールド継続申請があり，その内 7 事業所をゴールド事業所に認定

し，市内のゴールド認定事業所の合計は 13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 令和元年 11月 20日（開催済み） 

    委員 （市職員）環境部長，経済部長 

（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，旭川廃棄物資源化協同組合 

（消費者団体）旭川消費者協会  

以上 7名。  

          

 

２ 認定状況 

    令和元年度 

ゴールド 7事業所，シルバー13事業所，ブロンズ 33事業所 

    （令和元年度認定事業所一覧 2ページ） 

    平成 30年度（参考） 

ゴールド 6事業所，シルバー8事業所，ブロンズ 23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） 



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

　東芝ホクト電子　株式会社 旭川市南５条２３丁目１９７５番地

製造業 ３００名 Ｈ１９年度（第１回）からゴールド認定

特　徴
　徹底的なペーパーレス化や新たなルート開発によるリサイクルの展開などにより，ごみの埋め立て

割合を１％未満にするゼロエミッションの取組を継続しています。

花本建設　株式会社 旭川市７条通１５丁目右６号

イオン北海道　株式会社　イオン旭川西店 旭川市緑町２３丁目２１６１－３

卸売り業・小売業 ５００名 Ｈ１９年度（第１回）からゴールド認定

特　徴
　イオングループ環境指針のもと低炭素社会の実現，生態系の保全活動，持続可能な資源利用の

ための省資源，資源循環など，さまざまな環境配慮への取組が行われています。

独自的な
取組内容

≪紙使用削減・ペーパーレス化の推進≫

　電子機器を用いた電子承認・ペーパーレス会議の実施などにより紙使用の削減を進めています。

≪独自処理ルートの開発による紙の資源化≫

　独自の処理ルートで使用済ティシューも資源化するなど，高い資源化率を維持しています。

≪環境教育・ポスターコンクールの実施≫

　施設見学や環境学習教室，標語・ポスターコンクール等，児童に対する環境教育を行っています。

株式会社　旭川グランドホテル 旭川市６条通９丁目４５番地１

宿泊業・飲料サービス業 １６０名
Ｈ１９年度（第１回）シルバー認定
Ｈ２１年度（第３回）からゴールドにランクアップ

特　徴
　生ごみの堆肥化や紙類の分別の徹底によるごみの減量・リサイクルの取組を進めています。

　また，エコ箸や詰替えシャンプーの使用などにより，お客様にも環境負荷低減を呼び掛けています。

独自的な
取組内容

≪マイバック運動・店頭回収の展開≫

　マイバック運動等による環境啓発のほか，牛乳パックやプラスチックトレーなどの店頭回収を行っています。

≪店頭回収した資源物を使用した再生品の販売≫

　店頭回収したアルミ缶など，資源物の一部を使用した再生品を，「共環宣言」として販売しています。

≪環境学習・地域と連携した清掃活動≫

　チアーズクラブ活動による小学生への環境学習や店舗周辺の定期的な清掃活動を行っています。

H１９（第１回）シルバー認定
Ｈ２１年度（第３回）からゴールドにランクアップ５５名建設業

特　徴

独自的な
取組内容

　主力商品「ミミズッチ」を使って野菜を作るリサイクルループの構築や，旭山動物園循環型農園

への参加，ごみ拾いや地域清掃のボランティアなど幅広い環境活動を行なっています。

≪北海道リサイクル認定商品の製造販売≫

　北海道リサイクル認定商品　肥料認定第１号　有機肥料ミミズッチを製造・販売しています。

独自的な
取組内容

≪写真付き啓発ポスターなどの作成≫

　分別違いのごみなどは，集積場に写真付きの啓発ポスター等を設置し注意を促しています。

≪裁断機を２台使った シュレッダー紙の分別 ≫

　裁断機を２台用意し，シュレッダー紙を「資源化用」と「燃やせるごみ用」に分けています。

≪生ごみのリサイクル≫

　※ホテルの名称は「星野リゾートOMO７旭川」ですが，運営事業者は引き続き「㈱旭川グランドホテル」が行っています。

　ホテルで発生する生ごみは，全てリサイクルしています。

≪環境学習農園への参加≫

　旭山動物園循環型農園「つながる命の輪」プロジェクトに参加しています。

≪ボランティア活動・環境美化活動≫

　ポイ捨て禁止等防止市民ボランティア団体への登録等，積極的な環境美化活動を行っています。

３　ゴールド認定事業所の特徴・独自的な取組（１）



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

株式会社　須田製版　旭川支社 旭川市忠和５条８丁目３番1号

製造業 110名
Ｈ１９年度（第1回）シルバー認定
Ｈ２９年度（第１１回）からゴールドにランクアップ

特　徴
　電子決裁やペーパーレス会議を推進し，紙類の徹底した分別・リサイクルを行っています。

　毎週，会社周辺の清掃活動を行っています。

独自的な
取組内容

≪清潔で整理整頓された分別スペースの設置≫

　デザイン技術を生かした分かり易い分別表の設置と，清潔で整理整頓された分別スペースを設置しています。

≪紙使用削減・ペーパーレス化の推進≫

　社内で発生する紙類の分別，リサイクルを徹底しています。電子決済の導入などペーパーレス化も推進しています。

社会医療法人　元生会　森山病院 旭川市８条通６丁目左１０号

医療・福祉 ３００名
Ｈ１９年度（第１回）シルバー認定
Ｈ２７年度（第９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。調理時に

カット野菜を導入したり入院患者等に嗜好調査を行い，食品ロス削減に取り組んでいます。

独自的な
取組内容

≪SPD導入による過剰在庫の解消≫

　院内物流管理システム（SPD）の導入により死蔵や過剰在庫を発生させないようにしています。

≪エコマーク製品などの再生品の積極的採用≫

　カタログ等で常に調査を行い，エコマーク製品や再生品を積極的に使用しています。

≪修理体制の確立と備品類の長期使用≫

　不要品の中から再使用出来るパーツを取り置き，専用スペースで備品類を修繕し，長期使用しています。

　ごみの大部分を占める野菜くずや果物の皮などの生ごみを堆肥化してリサイクルしています。

　ペーパーレス化を推進し，紙類の削減にも積極的に取り組んでいます。

３　ゴールド認定事業所の特徴・主な取組（２）

≪ボランティア活動・地域清掃活動≫

　市が主催するポイ捨て禁止運動への参加の他，毎週火曜日に地域清掃活動を行っています。

独自的な
取組内容

≪生ごみの堆肥化≫

　生ごみは業者に引渡し，堆肥としてリサイクルしています。

≪駐在員を配置したごみ集積場の管理≫

　収集運搬業者（旭東清掃）職員が常駐し，連絡を取り合いながら，適正排出に努めています。

≪パレットの修理による長期使用≫

　木製パレット専用の修繕スペースでパレットなどを修理して長期使用しています。

株式会社　キョクイチ 旭川市流通団地１条２丁目

卸売り業・小売業 １１０名
Ｈ１９年度（第１回）シルバー認定
Ｈ２３年度（第５回）からゴールドにランクアップ

特　徴



役職 氏名

01-G1 令和2年2月1日 9月6日 継続 東芝ホクト電子　株式会社 1 078-8335 旭川市南5条通23丁目1975番地
総務部　環境グループ
マネージャー

西側　公博

01-G2 令和2年2月1日 9月30日 継続 イオン北海道株式会社　イオン旭川西店 1 070-0823 旭川市緑町23丁目2161-2 店長 水上　佳樹

01-G3 令和2年2月1日 9月19日 継続 花本建設　株式会社 1 070-0037 旭川市7条通15丁目右6号 代表取締役 花本　金行

01-G4 令和2年2月1日 9月30日 継続 株式会社　旭川グランドホテル 1 070-0036 旭川市6条通9丁目45番地1 代表取締役 中村　海太

01-G5 令和2年2月1日 8月28日 継続 株式会社　キョクイチ 1 079-8650 旭川市流通団地1条2丁目 代表取締役社長 角谷　靖

01-G6 令和2年2月1日 7月12日 継続 社会医療法人　元生会　森山病院 1 070-0038 旭川市８条通６丁目左１０号 理事長 森山　領

01-G7 令和2年2月1日 9月25日 継続 株式会社　須田製版　旭川支社 1 070-8045 旭川市忠和５条８丁目３番１号 支社長 野村　卓身

役職 氏名

01-S1 令和2年2月1日 9月30日 継続 株式会社アペックス　旭川営業所 1 070-0014 旭川市新星町２丁目５－１３ 営業所長 宮島　淳一

01-S2 令和2年2月1日 9月5日 継続 公益財団法人　旭川市公園緑地協会 24 070-0901 旭川市花咲町３丁目 理事長 長谷川　明彦

01-S3 令和2年2月1日 9月18日 継続 有限会社　旭川ニッコータイヤ 1 070-8051 旭川市江丹別町嵐山２５０－３ 代表取締役 加藤　敦久

01-S4 令和2年2月1日 8月29日 継続 日本郵便株式会社　旭川中央郵便局 1 070-8799 旭川市6条６丁目２８－１ 局長 土橋　眞二

01-S5 令和2年2月1日 9月17日 継続 有限会社　協同アドコム 1 070-0031 旭川市１条１１丁目２０７６番１　エステートビル１F 代表取締役 初山　邦夫

01-S6 令和2年2月1日 8月27日 継続 株式会社　ダンケジャパン 1 070-8025 旭川市神居町富岡555番地の2 代表取締役 大谷　寿美子

01-S7 令和2年2月1日 9月30日 継続 リーダース産業　株式会社 1 070-0821 旭川市近文町１６丁目２７８５番地の２ 代表取締役 千葉　卓司

01-S8 令和2年2月1日 9月29日 継続 株式会社　ダイイチ 8 070-0871 旭川市春光１条８丁目１－７７
旭川本部
旭川ブロック長

浅野　貴彦

01-S9 令和2年2月1日 8月13日 継続 中村印刷　株式会社 1 078-8220 旭川市１０条通２３丁目１－１０ 代表取締役 中村　裕一

01-S10 令和2年2月1日 9月30日 継続 JA北海道厚生連　旭川厚生病院 1 078-8211 旭川市１条通２４丁目１１１番地 院長 森　達也

01-S11 令和2年2月1日 9月25日 継続 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 坂谷　英司

01-S12 令和2年2月1日 9月12日 継続 一般財団法人　 旭川市水道協会 1 070-0041 旭川市上常盤町２丁目１９７０番地 理事長 東　光男

01-S13 令和2年2月1日 8月26日 継続 医療法人社団　慶友会 3 070-0054 旭川市4条西４丁目１番２号 理事長 吉田　良子

役職 氏名

01-B1 令和2年2月1日 7月10日 継続 旭川トヨタ自動車　株式会社 7 070-0034 旭川市４条通２丁目 代表取締役 西川　弘二

01-B2 令和2年2月1日 8月23日 継続 株式会社　キシイ 1 070-0031 旭川市1条1３丁目右６号 代表取締役 岸井　康祐

01-B3 令和2年2月1日 9月30日 継続 真興建設　株式会社 1 071-8152 旭川市東鷹栖２線１１号 代表取締役 真鍋　良博

01-B4 令和2年2月1日 7月12日 継続 株式会社　日興ジオテック 1 070-8012 旭川市神居２条１８丁目２番１２号 代表取締役 小山　重芳

01-B5 令和2年2月1日 9月30日 継続 株式会社　十商カムイ 1 070-8032 旭川市神居町共栄４０１番地１ 代表取締役 上野　堯

01-B6 令和2年2月1日 9月13日 継続 植平印刷　株式会社 1 070-0039 旭川市９条通７丁目左２号 代表取締役 植平　有治

01-B7 令和2年2月1日 9月30日 継続 ダイビ　株式会社 1 070-0024 旭川市宮下通４丁目２番５号 代表取締役 山中　智雄

01-B8 令和2年2月1日 7月26日 継続 株式会社　総北海 1 078-8272 旭川市工業団地２条１丁目 代表取締役 田村　総司郎

01-B9 令和2年2月1日 7月11日 継続 株式会社　道北アークス 24 079-8585 旭川市流通団地１条１丁目３３番地１ 代表取締役社長 六車　亮

01-B10 令和2年2月1日 9月30日 継続 医療法人社団　はらだ病院 1 070-0031 旭川市１条通１６丁目右７号 理事長 原田　一道

01-B11 令和2年2月1日 7月31日 継続 大栄電設工業　株式会社 1 070-0014 旭川市新星町４丁目６番１２号 代表取締役 佐藤　冬樹

01-B12 令和2年2月1日 9月30日 継続 株式会社　ホクレン商事 4 060-8550 札幌市北区北７条西１丁目２－６ 代表取締役社長 石﨑　裕

01-B13 令和2年2月1日 7月9日 継続 社会福祉法人　旭川育成会　やすらぎ園 1 071-8144 旭川市春光台４条１１丁目５２４４番地 理事長 松山　直

01-B14 令和2年2月1日 7月9日 継続 旭川トヨペット　株式会社 4 070-8560 旭川市神居８条１丁目１－２７ 代表取締役 遠藤　穣

01-B15 令和2年2月1日 7月17日 継続 株式会社　明治　旭川工場 1 079-8451 旭川市永山北１－７－２９ 工場長 上杉　卓史

01-B16 令和2年2月1日 9月19日 継続 株式会社　大協 1 078-8234 旭川市豊岡４条７丁目１番２２号 代表取締役 佐藤　義孝

01-B17 令和2年2月1日 9月2日 継続 クボタ環境サービス㈱旭川芳野KS事務所 1 071-1177 旭川市江丹別町芳野７１番地 所長 櫻場　弘樹

01-B18 令和2年2月1日 8月5日 継続 環境衛生工業　株式会社 1 070-0038 旭川市８条通９丁目左６号 代表取締役 二坂　肇

01-B19 令和2年2月1日 8月30日 継続 株式会社　橋本川島コーポレーション 3 070-0832 旭川市旭町２条７丁目１２番地９０ 代表取締役社長 川島　崇則

01-B20 令和2年2月1日 7月22日 継続 株式会社つうけんアクティブ　旭川事業所 1 070-0823 旭川市緑町２４丁目２１７４番１０ 事業所長 多田　文哉

01-B21 令和2年2月1日 9月30日 継続 株式会社　ダイゼン 9 071-1200 上川郡鷹栖町2962-136 代表取締役 柴田　貢

01-B22 令和2年2月1日 9月30日 継続 株式会社　旭川アートプロセス 1 078-8274 旭川市工業団地４条２丁目１番１５号 代表取締役 新田　君子

01-B23 令和2年2月1日 7月22日 新規 株式会社　北海道新聞川上販売所 1 070-0831 旭川市旭町１条１丁目４３８番地 代表取締役 川上　恒盛

01-B24 令和2年2月1日 7月29日 新規 有限会社　高橋新聞店 1 071-8131 旭川市末広１条５丁目１番６号 代表取締役 高橋　正雄

01-B25 令和2年2月1日 8月7日 新規 株式会社　道新なかた 1 070-8045070-0831旭川市忠和５条７丁目１－１４ 代表取締役 中田　光彦

01-B26 令和2年2月1日 8月23日 新規 有限会社　北海道新聞永山販売所 1 079-8416 旭川市永山６条１２丁目４－８ 代表取締役 大沼　博樹

01-B27 令和2年2月1日 9月4日 新規 有限会社　愛澤新聞販売所 1 071-8102 旭川市東鷹栖２条４丁目６３８－９３ 代表取締役 愛澤　広行

01-B28 令和2年2月1日 8月26日 新規 株式会社　旭川公園管理センター 1 070-0025 旭川市東５条６丁目１－８　タケダビル２階 代表取締役 奥野　泰隆

01-B29 令和2年2月1日 9月4日 新規 株式会社　ユニクロ旭川旭町店 1 070-0831 旭川市旭町１条８丁目７－８４１－１２０ 太田

01-B30 令和2年2月1日 9月2日 新規 株式会社　ビッグボーイジャパン 4 108-0075 東京都港区南港２丁目１８番１号 代表取締役 南　哲史

01-B31 令和2年2月1日 9月24日 新規 株式会社　表鉄工 1 079-8452 旭川市永山北３条７丁目２番地 代表取締役 表　実

01-B32 令和2年2月1日 9月30日 新規 株式会社　ササキ工芸 1 079-8424 旭川市永山１４条３丁目４－１０ 代表取締役 佐々木　雄二郎

01-B33 令和2年2月1日 9月30日 新規 株式会社　只石組 1 078-8368 旭川市東旭川町旭正３６２番地 代表取締役社長 飯野　雅司
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