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旭川市ではごみの減量やリサイクルに積極的に取り組む事業所を「旭川

市ごみ減量等推進優良事業所」として認定し，事業所名やその活動をホー

ムページなどで周知しています。 

この度，令和２年度の認定事業者が決定いたしましたので，お知らせし

ます。 

制度の詳細などは添付資料を御参照願います。 

 

 

 

 

 

添付資料 有 ・ 無  ・令和２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 

・令和２年度認定事業所一覧 

       ・令和２年度ゴールド認定事業所（最上位）の取

組概要 

       ・募集時のＰＲチラシ 

報道（取材）に当
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令和２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 2 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 15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。 

（※１）認定審査会 

    開催日 令和 2年 11月 18日（開催済） 

             

 

２ 認定状況 

    令和 2年度 

ゴールド 8事業所，シルバー6事業所，ブロンズ 24事業所 

    （令和 2年度認定事業所一覧参照） 

    令和元年度（参考） 

ゴールド 7事業所，シルバー13事業所，ブロンズ 33事業所 

 

 

３ ゴールド認定事業所の特徴・独自的な取組 

    （令和 2年度ゴールド認定事業所（最上位）の取組概要参照） 



役職 氏名

02-G1 2021/2/1 9月30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 金子　吉弘

02-G2 2021/2/1 9月30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2番1号 理事長 石田　裕則

02-G3 2021/2/1 9月25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

02-G4 2021/2/1 9月29日 継続 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 高見　昇

02-G5 2021/2/1 8月7日 継続 北海道コカ・コーラボトリング株式会社　旭川事業所 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 佐藤　幸一

02-G6 2021/2/1 9月25日 継続 くみあい乳業株式会社 1 079-8452 旭川市永山北2条１０丁目１番６号 代表取締役社長 出村　陽一

02-G7 2021/2/1 9月2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　貴範

02-G8 2021/2/1 9月30日 新規 イオンモール株式会社　イオンモール旭川駅前 1 070-0030 旭川市宮下通7丁目2番5号 ゼネラルマネージャー 岩出　智行

役職 氏名

02-S1 2021/2/1 9月18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

02-S2 2021/2/1 9月30日 継続 カネタグループ 4 071-8121 旭川市末広東1条12丁目1番3号 代表取締役 金田　和鐘

02-S3 2021/2/1 9月25日 継続 株式会社　あいわプリント 1 070-0033 旭川市3条通4丁目右1号 代表取締役 渡辺　辰美

02-S4 2021/2/1 7月22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 佐藤　稔

02-S5 2021/2/1 9月25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

02-S6 2021/2/1 9月30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 成瀬　和之

役職 氏名

02-B1 2021/2/1 8月24日 継続 東信印刷　株式会社 1 078-8231 旭川市豊岡1条3丁目2番26号 取締役社長 伊林　克泰

02-B2 2021/2/1 9月25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

02-B3 2021/2/1 9月4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 代表取締役社長 野田　武彦

02-B4 2021/2/1 8月27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

02-B5 2021/2/1 9月11日 継続 大和印刷　株式会社 1 078-8233 旭川市豊岡3条2丁目1-25 代表取締役社長 中野　英二

02-B6 2021/2/1 9月30日 継続 旭川印刷製本工業協同組合 1 078-8217 旭川市7条通23丁目358番地 代表理事 植平　有治

02-B7 2021/2/1 9月14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 齋藤　啓一

02-B8 2021/2/1 8月7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

02-B9 2021/2/1 9月18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

02-B10 2021/2/1 7月22日 継続 東海産業　株式会社 1 070-0023 旭川市東3条6丁目1番36号 取締役社長 津山　建

02-B11 2021/2/1 8月31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

02-B12 2021/2/1 8月31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 髙村　秀範

02-B13 2021/2/1 8月19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

02-B14 2021/2/1 8月6日 継続 株式会社　石田兼松八興建設 1 070-0810 旭川市本町2丁目437-119 代表取締役 石田　一彦

02-B15 2021/2/1 9月30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

02-B16 2021/2/1 9月30日 継続 株式会社　村山 1 070-0032 旭川市2条通13丁目右3号 代表取締役社長 村山　元保

02-B17 2021/2/1 9月23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

02-B18 2021/2/1 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 鍛治澤　直樹

02-B19 2021/2/1 9月29日 継続 株式会社　アートホテルズ旭川 1 070-0037 旭川市７条通６丁目２９番地の２ 代表取締役社長 代田　量一

02-B20 2021/2/1 7月20日 継続 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

02-B21 2021/2/1 9月30日 継続 株式会社　総合企画 1 078-8345 旭川市東光5条2丁目4-6 代表取締役 宗方　脩史

02-B22 2021/2/1 9月16日 継続 旭栄解体部品　株式会社 1 078-8340 旭川市東旭川共栄124 代表取締役 谷口　徹

02-B23 2021/2/1 8月7日 新規 株式会社　安井組 1 078-8354 旭川市東光14条1丁目3-6 代表取締役 鶴岡　久也

02-B24 2021/2/1 9月16日 新規 国立大学法人　北海道教育大学旭川校 4 070-8621 旭川市北門町9丁目 キャンパス長 千葉　胤久

　【シルバー】

認定番号 認定日 申請書受理日 新規・継続 申請者名

　【ブロンズ】

認定番号 認定日 申請書受理日 新規・継続 申請者名

令和2年度　申請事業所一覧

　【ゴールド】

認定番号 認定日 申請書受理日 新規・継続 申請者名
事業
所数

郵便番号 住所
代表者

事業
所数

郵便番号 住所
代表者

事業
所数

郵便番号 住所
代表者



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

　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 ３００名
Ｈ１９年度（第1回）シルバー認定
Ｈ２０年度（第２回）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

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 ２６０名
Ｈ２２年度（第４回）シルバー認定
Ｈ２４年度（第６回）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。

≪AIを活用した仕入れや製造≫

　過去データや天候，季節や曜日などをAIで分析し，最適な発注を行うことで，食品ロスなどを削減しています。

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。

Ｈ22年度（第4回）ブロンズ認定
Ｈ24年度（第6回）ゴールドにランクアップ１８４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います。

≪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，公園の花壇整備など積極的に環境美化活動を行っています。

≪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 ６００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

　令和２年度ゴールド事業所（最上位）の取組概要（１）

独自的な
取組内容



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

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≫

　グループウエアや電子決裁システムの導入など紙使用量の削減に取り組んでいます。

旭星クリーン　株式会社 旭川市住吉４条２丁目８番１３号

廃棄物処理業 １５０名
Ｈ２８年度（第10回）シルバー認定
Ｒ２年度（第14回）ゴールドにランクアップ

特　徴
　幅広い廃棄物の排出管理とリサイクルを実施しています。関連会社と連携して店頭回収や環境

学習を実施するなど，様々な活動に取り組んでいます。

独自的な
取組内容

≪缶や古紙などの資源物を店頭回収≫

　関連会社のガソリンスタンドと協力して，缶や古紙などを店頭回収して，リサイクルしています。

　徹底したごみの分別と排出管理で，高い資源化率を実現しています。テナントや廃棄物業者と

≪関連会社を含めた環境学習の実施≫

　関連会社の社員を含め，廃棄物に関する学習会を実施しています。

イオンモール株式会社　イオンモール旭川駅前 旭川市宮下通７丁目２番５号

不動産業，物品賃貸業 １,３００名
Ｈ３０年度（第12回）シルバー認定
Ｒ２年度（第14回）ゴールドにランクアップ

特　徴
協力して，適正分別とリサイクルに積極的に取り組んでいます。

くみあい乳業　株式会社 旭川市永山北２条１０丁目１番６号

卸売り業，小売業 ５０名
Ｈ２９年度（第１１回）シルバー認定
Ｈ３０年度（第１２回）ゴールドにランクアップ

特　徴
　よつ葉グループの環境目標を軸に，徹底したリユース・リサイクルを社員全員で取り組んでいます。

独自的な
取組内容

≪グリーン購入等の積極的な取組≫

　環境委員会を設置して，ごみに関する検討・情報共有を図り，グリーン購入等の目標を定めて実践しています。

≪容器等のリユース≫

　生乳輸送容器に修理して繰り返し利用できる容器を使用しているほか，薬品等の容器も全て再利用しています。

≪汚泥堆肥の活用≫

　工場から出る汚泥を自社で堆肥化し，農協等に販売して作物の栽培に活用しています。

　令和２年度ゴールド事業所（最上位）の取組概要（２）

≪廃棄物の適切な管理≫

　テナントごとに計量し，様々な電子機器を活用して廃棄物を管理し，保管庫の室温管理も行っています。

≪徹底した分別とリサイクル≫

　廃棄物業者の職員が常駐して，徹底的な分別を行い，生ごみなどもリサイクルしています。

≪ボランティア活動・環境美化活動≫

　会社周辺の道路や近隣の公園の清掃活動を定期的に実施するなど，環境美化活動を積極的に行っています。

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 １２９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。



旭川市ごみ減量等推進 

優良事業所認定制度 
 

地球にやさしい取組で 

いい職場・いい会社をつくりませんか？ 
 

   
◆ こんな制度です 

 

 

 

◆ 認定のメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 認定を受けるためには 

 

 

◆認定基準 

ごみ減量やリサイクルに取り組む事業所を，取組内容に応じて「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の

３段階で「ごみ減量等推進優良事業所」として認定し，市が支援を行うとともに市民に PR していく制度

です。 

 

市が交付するステッカー，認定マークを使用することで取組をアピールでき，市のホームページにも

事業所名が掲載されます。 

そのほかにも… 

 ◎ 会社のイメージがアップします。 

 ◎ 職場で一丸となって取り組むことで，職員の連帯感が向上します。 

 ◎ 物品の効率的調達，廃棄量の減量が進めば，経費の削減にもつながります。 

 ◎ 社会貢献推進企業として，市の入札・契約制度において優遇措置の対象となります（優良事業所認

定後，社会貢献推進企業登録申請が必要です。詳細は契約課制度担当 TEL25-5736までお問い

合わせください）。 

 認定申請書に記入の上，提出してください。 

    

   お問い合わせ ： 旭川市環境部クリーンセンターごみ減量係 ３６－２２１３ 

 



区  分 要   件 ブロンズ シルバー ゴールド 

１．発生・排出
抑制（リデュー
ス）の取組 

 

① 詰め替え品の利用 １項目以上
取り組んで
いる 

４項目以上
取り組んで
いる 

 

 

 

 

 

 

 

シルバー認
定の要件を
全て満たし， 

審査会にお
ける審査で，
特に優秀な
取組を行っ
ていると認
められる 

② 使い捨て品の利用抑制 

③ マイカップ利用推奨 

④ 紙の使用機会の抑制 

⑤ 紙の発生量抑制の工夫 

⑥ 生ごみの発生量抑制の工夫 

⑦ 食品残渣を減らす取組 

⑧ 在庫を抱えない工夫 

２．再使用（リ
ユース）の取組 

① 消耗品の再利用の工夫 １項目以上取
り組んでいる 

２項目以上取
り組んでいる 

② 備品類の融通の工夫 

③ 物品納入時の工夫 

３．再生活用
（リサイクル）
の取組 

① 基本的分別の徹底と工夫 ①を含む１項
目以上取り組
んでいる 

①を含む 

２項目以上取
り組んでいる 

② メーカー回収や自主回収の活用 

③ 生ごみリサイクルの実施 

４．資源循環に
関する取組 

① 再生品の積極利用 なし １項目以上取
り組んでいる 

② 再生品の積極提供 

５．顧客や取引
先に対する取
組 

① 顧客へのごみ排出量抑制の工夫 なし １項目以上取
り組んでいる 

② 顧客へのリユース・リサイクル機会の提供 

③ 簡易包装の取組 

④ 紙の発生抑制への協力 

６．事業所内で
のごみ減量化
や環境美化に
向けた取組 

① 適切な廃棄物の保管，管理 ①を含む１項
目以上取り組
んでいる 

①②を含む３
項目以上取り
組んでいる 

② ごみの発生量，資源化率の把握 

③ ごみ減量化・資源化に関する責任者の設置 

④ 物品調達・管理の工夫 

⑤ 組織的なごみ減量に取り組む体制 

⑥ 環境に係る学習の実施 

⑦ 修理・修繕（リペア）の取組 

⑧ 環境に係る取組の情報発信 

⑨ 地域との連携や貢献 

７．各種施策へ
の協力状況 

 

① 廃棄物処理を正しく行っている ①②に必ず取
り組んでいる 

①②に必ず取
り組んでいる 

② 多量排出事業者の場合，計画書提出等を行っ

ている 

③ その他，市が行う施策に協力している 

◆特典 

ブロンズ ☆ シルバー ☆☆ ゴールド ☆☆☆ 

・認定ステッカー，認定証 

・ホームページで事業者名の公表 

・認定ステッカー，認定証 

・ホームページで事業者名公表 

・ホームページにリンク設置 

・認定ステッカー，認定証 

・認定証交付式 

・ホームページで取組紹介 

・ホームページにリンク設置 

 

お問い合わせ ： 旭川市環境部クリーンセンターごみ減量係 

TEL 36-2213 ／ FAX 36-4239 


