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令和３年度 旭川市ごみ減量等推進優良事業所の認定

概 要

（趣旨・日時・

場所・内容等を

記入すること。）

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３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３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３年度認定事業所一覧

・募集時のＰＲチラシ

報道（取材）に当

たってのお願い

備 考



令和３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において決定します。

いずれのランクも認定期間は 3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。

令和 4年 2月 1日現在，「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」を合わせて 93 事業所を認定して

います。

２ 認定状況（内訳）

・令和 3年度認定事業所

シルバー3事業所，ブロンズ 3事業所（令和 3年度認定事業所一覧参照）

・令和 2年度及び令和元年度認定事業所（過年度認定し認定期間継続中の事業所）

ゴールド 14 事業所，シルバー18 事業所，ブロンズ 55事業所

・合計

ゴールド 14 事業所，シルバー21 事業所，ブロンズ 58 事業所



役職 氏名

03-S1 2022/2/1 R3.7.12 新規 株式会社　道新なかた 3 070-8045 旭川市忠和5条7丁目1-14 代表取締役 中田　光彦

03-S2 2022/2/1 R3.7.6 新規 株式会社　安井組 1 078-8354 旭川市東光14条通1丁目3-6 代表取締役 鶴岡　久也

03-S3 2022/2/1 R3.9.21 新規 株式会社　オルデック 1 079-8413 旭川市永山3条9丁目1-27 代表取締役 遠藤　正彦

役職 氏名

03-B1 2022/2/1 R3.9.15 新規 医療法人社団　いずみ眼科 1 071-8131 旭川市末広1条1丁目3-1 理事長 泉　直宏

03-B2 2022/2/1 R3.9.29 新規 たかがき歯科 1 078-8214 旭川市4条通22丁目5番地 院長 高垣　謙二

03-B3 2022/2/1 R3.9.30 新規 株式会社　五洋商会 1 078-8381 旭川市西神楽1線14号 代表取締役社長 牧原　史典

令和３年度　認定事業所一覧

　【シルバー】

代表者

　【ブロンズ】

代表者

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

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



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 ： 旭川市環境部廃棄物政策課ごみ減量係 電話２５－６３２４



◆特典

お問い合わせ ： 旭川市環境部廃棄物政策課ごみ減量係

TEL 25-6324 ／ FAX 29-3977

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．分別・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

ブロンズ ☆ シルバー ☆☆ ゴールド ☆☆☆

・認定ステッカー，認定証

・環境部発行の冊子等に事業所名記載

・ホームページで事業者名の公表

・認定ステッカー，認定証

・環境部発行の冊子等に事業所名記載

・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

・環境部発行の冊子等に事業所名記載

・ホームページで事業所及び取組を紹介

・ホームページにリンク設置


