
札幌市東区中沼町45-57
36ｔ/日焼成

土壌改良材

安定型埋立 187,700㎥

雨竜郡雨竜町字恵岱別207-300

石狩郡当別町字高岡2065他 安定型埋立 187,700㎥

240ｔ/日

破　砕

4.32ｔ/日

金属原材料

再生油

破　砕

再生施設所在地

石狩市新港中央3丁目750-7

札幌市東区北丘珠3条4丁目1番5号

分　離

ﾁｯﾌﾟ燃料

備考（利用方法）

560ｔ/日

破　砕 45m3/日

再生砕石破　砕

江別市角山178-27

札幌市東区中沼町45

㈱鈴木商会

金属原材料

㈱マテック

金属原材料

82.49ｔ/日

40t/日 ﾁｯﾌﾟ燃料

RPF、ﾁｯﾌﾟ燃料

札幌市北区篠路町拓北6-692,751.855,864 破　砕

<　委託業務の内容　>　記載の通り

備考（利用方法）処理能力処分方法再生施設所在地再生施設名称

㈱ｴｺﾛｼﾞｰｼｽﾃﾑ JBRC㈱北清、㈱ｲｰｴｽ総合研究所、ﾘｻｲｸﾙﾌｧｸﾄﾘｰ㈱、各ｽﾎﾟｰﾂ施設

石膏粉 OA機器ﾘｻｲｸﾙ
環境開発工業㈱、㈱ﾄﾞﾝ･ﾘｰｽｱﾝﾄﾞﾚﾝﾀﾙ、㈱鈴木商会

00140049854 ㈱道環ﾘｻｲｸﾙ 樺戸郡新十津川字総進111-1 安定型埋立 50,542㎥

213,700㎥

富良野市字山部2580、2581外

雨竜郡雨竜町字恵岱別207-300 125,000㎥

198,000㎥

50,542㎥

赤平市共和町556-138外 管理型埋立 126,744㎥

00140004839 空知興産㈱

北清ふらの㈱

00140033807 ㈱親電工当別営業所

00140000736 北清ふらの㈱

00140004839 空知興産㈱

管理型混合物
00140049854 ㈱道環ﾘｻｲｸﾙ

中

最

00140005112 角山開発㈱赤平最終処分場

管理型混合物
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

00140004839

00140000736

00140098348 ㈱ｱｰﾙｱﾝﾄﾞｲｰ 登別市札内町373-8

管理型埋立雨竜郡雨竜町字恵岱別207－300空知興産㈱00140004839

破　砕

管理型埋立

処分方法再中間処理及び最終処分施設所在地施設名称処分先（許可番号）

Ⅳ-1　北清ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰからの再中間処理（委託）先及びその後の最終処分予定（再生含む）場所

管理型混合物 00120002965 ㈱苫小牧清掃社リサイクルセンター 苫小牧市字勇払265-30,31 破砕・圧縮

中間・最
終の区分 廃棄物の種類

00130170678

再生 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 00120002851 ㈱ｻﾆｯｸｽ 190ｔ/日 発電用燃料

中 破　砕

00140049854 ㈱道環ﾘｻｲｸﾙ 樺戸郡新十津川字総進111-1 安定型埋立

安定型埋立

札幌市山口処理場 札幌市手稲区手稲山口295 管理型埋立

00140033807 ㈱親電工当別営業所 石狩郡当別町字高岡2065他 安定型埋立

00140033807 ㈱親電工当別営業所 石狩郡当別町字高岡2065他 安定型埋立 187,700㎥

角山開発㈱赤平最終処分場

管理型埋立

管理型埋立

管理型埋立
樺戸郡新十津川町字総進238－1,3,4外

00140005112

05040006082 旭東清掃㈱ 旭川市江丹別町芳野5番

赤平市共和町556-138外

有限会社そらまめｶﾝﾊﾟﾆｰ 岩見沢市室水町207番地1 管理型埋立 361,753㎥

処理後の廃棄物処理能力

安定型混合物

00140049854

廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

00120177482 北清えさし㈱ 檜山郡江差町字砂川419番　外 管理型埋立

00140004839 空知興産㈱ 安定型埋立雨竜郡雨竜町字恵岱別207-300

㈱道環ﾘｻｲｸﾙ 樺戸郡新十津川町字総進241－1～7 安定型埋立 50,542㎥

安定型埋立

168,868㎥

再生品原材料

再生油

処理能力

破　砕 1,000ｔ/日

破　砕 22.8ｔ/日 再生品原材料

金属原材料

石膏粉

240ｔ/日

分　離 4.32ｔ/日

処分方法

再生砕石

破　砕

発泡スチロール 2次電池類

塩ビ原料

㈱ムサシノ化学

再生施設所在地

北海道地域暖房㈱

処　理　能　力

北海道地域暖房㈱

処　分　方　法

㈱もっかいﾄﾗｽﾄ

古紙再生

中間処理後の最終処分（再生含む）場所一覧
Ⅰ-1　北清ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰでの再生品目
処分先（許可番号等） 再生施設名称 処　理　能　力処　分　方　法再生施設所在地

北清企業㈱北清ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ <　委託業務の内容　>　記載の通り

契約書別紙

再生品目 RPF(固形化燃料)

05120004495

RPF(固形化燃料)木チップ

05120004495

江別市角山425

00120009491

Ⅱ-１　北清ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰからの再生（委託）先

売却先等

金属くず

Ⅰ-2　北清ﾘｻｲｸﾙﾌｧｸﾄﾘｰでの再生品目

江別市角山425

破　砕 43.20ｔ/日

㈱苫小牧清掃社

再生品目

廃棄物の種類

05120016909 城東運輸㈱

05120004495 北清企業㈱北清ﾘｻｲｸﾙﾌｧｸﾄﾘｰ

処分先（許可番号等） 再生施設名称

売却先等

処分先（許可番号）

00120072705 北海道吉野石膏㈱

00120009491 ㈱鈴木商会

00120077037 チヨダウーテ㈱室蘭工場

00120130643 リサイクルファクトリー㈱

木くず

廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

05140004748 協業組合公清企業

金属くず

0120001871 北日本総業㈱

がれき類（再生可能）
00140005112 角山開発㈱

北海道室蘭市崎守町437

00140005112 角山開発㈱

㈱鈴木商会

Ⅱ-2　北清ﾘｻｲｸﾙﾌｧｸﾄﾘｰからの再生（委託）先

廃棄物の種類 処分先（許可番号） 再生施設名称

北清企業㈱北清ﾘｻｲｸﾙﾌｧｸﾄﾘｰ

05120025363 札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱

廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

00140000736

00140049854 ㈱道環ﾘｻｲｸﾙ

00140033807 ㈱親電工当別営業所

50,542㎥

恵庭市戸磯285番地2

石狩市新港中央3丁目750-7

破　砕 120ｔ/日

千歳市中央298-1 破砕・分離 76.8ｔ/日 土壌改良材

破砕 45ｔ/日

処理能力 備　考

雨竜郡雨竜町字恵岱別207-300 安定型埋立 125,000㎥00140004839

管理型混合物（紙くず） 05120004495 北清企業㈱北清ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

Ⅲ　北清ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ、北清ﾘｻｲｸﾙﾌｧｸﾄﾘｰからの最終処分（委託）先

廃棄物の種類 処分先（許可番号） 最終処分施設名称 最終処分施設所在地 処分方法

空知興産㈱

RPF固形化燃料RPFの製造 16.6ｔ/日

最 管理型混合物、燃え殻

苫小牧市字勇払265番地4

125,000㎥

管理型混合物410ｔ/日選　別

RPF（固形化燃料）
管理型混合物

管理型混合物 00140098348 ㈱アールアンドイー 登別市富浦町223-1 管理型埋立 371,378㎥

20ｔ/日空知興産㈱ 雨竜郡雨竜町字恵岱別207－300 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ燃料

焼　却 13ｔ/日 燃え殻

120t/日

≪次頁へ続きます≫

00140033807ゴムくず

廃油（防水材） 00140005112 角山開発㈱赤平最終処分場 赤平市共和町556-138外 管理型埋立 126,744㎥

187,700㎥安定型埋立石狩郡当別町字高岡2065他㈱親電工当別営業所

富良野市字山部2580、2581外 安定型埋立 198,000㎥

190,903.2㎥

126,744㎥

67,194㎥

125,000㎥

3,686,000㎥

北清ふらの㈱ 富良野市字山部2580、2581外 安定型埋立 198,000㎥

RPF固形化燃料

がれき類

ガラス陶磁器類

廃プラスチック類

廃プラスチック類 05120004495 北清企業㈱北清ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 札幌市北区篠路町拓北6番地591・625・1745 RPFの製造 16.6ｔ/日

187,700㎥

札幌市北区篠路町拓北6番地591・625・1745

安定型埋立 125,000㎥

札幌市山口処理場 札幌市手稲区手稲山口295

石狩郡当別町字高岡2065他

管理型埋立 3,686,000㎥

樺戸郡新十津川字総進111-1 安定型埋立



361,753㎥管理型埋立岩見沢市室水町207番地1有限会社そらまめｶﾝﾊﾟﾆｰ00130170678管理型混合物最

北清企業㈱
北清ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

札幌市北区篠路町拓北6番地591、625
選別

ＲＰＦ製造
51.07ｔ/日
16.6ｔ/日

最 管理型混合物 00120177482 北清えさし㈱ 檜山郡江差町字砂川419番　外 管理型埋立 168,868㎥

126,744㎥

金属原材料

再生 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 00140005112 角山開発㈱ 江別市角山425 RPFの製造 17.604㎥ RPF（固形化燃料） 

ＲＰＦ（固形化燃料）

再生 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　（廃ﾀｲﾔ）
日本製紙(株)

北海道工場 旭川事業所
旭川市パルプ町505番地 廃ﾀｲﾔ燃料

00120177482 北清えさし㈱ 檜山郡江差町字砂川419番　外 管理型埋立 168,868㎥管理型混合物最

最 管理型混合物 00120177482 北清えさし㈱ 檜山郡江差町字砂川419番　外 管理型埋立 168,868㎥

中 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　（廃ﾀｲﾔ） 00120004450 日本公防(株) 北斗市七重浜1丁目8-1 破砕 20ｔ/日 廃ﾀｲﾔ燃料他

再生 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　（廃ﾀｲﾔ）
日本製紙(株)

北海道工場 旭川事業所

北清ふらの㈱

旭川市パルプ町505番地

最 燃え殻 00140005112

再生
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
管理型混合物

51.07ｔ/日
16.6ｔ/日

00140005112 角山開発㈱赤平最終処分場 赤平市共和町556-138外 管理型埋立

再生 金属くず 00120009491 ㈱鈴木商会 石狩市新港中央3丁目750-7 破　砕 240ｔ/日

燃料用一次加工品

再生 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　（廃ﾀｲﾔ） 日鉄住金ｾﾒﾝﾄ(株) 室蘭市仲町64番地 石炭代替ﾘｻｲｸﾙ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　（廃ﾀｲﾔ） 日本公防(株) 北斗市七重浜1丁目8-1

江別市美原1515-1、外 安定型埋立

富良野市字山部2580、2581外 安定型埋立

角山開発㈱赤平最終処分場 赤平市共和町556-138外 管理型埋立

05120004495
北清企業㈱
北清ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

札幌市北区篠路町拓北6番地591、625
選別

ＲＰＦ製造

角山開発㈱00140005112

北見市留辺蕊町富士見217-1 管理型埋立 149,069㎥

再生 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 00140005112 角山開発㈱ 江別市角山425 RPFの製造 17.604㎥ RPF固形化燃料

再生 金属くず 00120009491 ㈱鈴木商会 石狩市新港中央3丁目750-7 破　砕 240ｔ/日 金属原材料

ＲＰＦ（固形化燃料）再生
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
管理型混合物

05120004495

蛍光管・乾電池等
中 野村興産㈱ｲﾄﾑｶ鉱業所00140004746

水銀使用製品産業廃棄物

焙焼・焼却 160.24ｔ/日 燃え殻
北見市留辺蕊町富士見217-1

破砕・選別 50.3ｔ/日 再生品原材料

最 燃え殻 00140004746 野村興産㈱ｲﾄﾑｶ鉱業所

安定型埋立 42,921㎥

最 燃え殻 00140005112 角山開発㈱赤平最終処分場 赤平市共和町556-138外 管理型埋立 126,744㎥

最 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 00140005112 角山開発㈱美原処分場 江別市美原1515-1、外

最 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 00140000736 北清ふらの㈱

中

管理型埋立 219,780㎥

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
金属くず

管理型混合物
燃え殻

最 管理型混合物 00140098348 ㈱ｱｰﾙｱﾝﾄﾞｲｰ 登別市富浦町222-1他

富良野市字山部2580、2581外 安定型埋立 198,000㎥

金属くず
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

（ﾌﾛﾝ回収済機器含
む）

管理型混合物
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

00140005112 角山開発㈱ 江別市角山425

240ｔ/日破　砕

選　別
破　砕
焼　却
圧　縮

560㎥/日
36.6㎥/日
42.67ｔ/日
222.72ｔ/日

00120009491 ㈱鈴木商会 石狩市新港中央3丁目750-7
分　離 4.32ｔ/日

廃ﾀｲﾔ燃料

施設名称

最 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 00140005112 角山開発㈱美原処分場

中 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　（廃ﾀｲﾔ） 00120158626 ㈱SRテクノ

最 管理型混合物 00140098348 ㈱ｱｰﾙｱﾝﾄﾞｲｰ

再生 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　（廃ﾀｲﾔ）

㈱鈴木商会

(株)ケイアイ

再生

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
金属くず

管理型混合物
燃え殻

最 管理型混合物 126,744㎥

処分方法 処理能力 処理後の廃棄物

石狩市新港中央3丁目750-7 破砕 240t/日 管理型混合物

北広島市西の里361番地3 燃料用一次加工品

登別市富浦町222-1 管理型埋立 219,780㎥

金属原材料
再生油

管理型混合物

Ⅳ-2　北清ﾘｻｲｸﾙﾌｧｸﾄﾘｰからの再中間処理（委託）先及びその後の最終処分予定（再生含む）場所

中

中間・最
終の区分 廃棄物の種類 処分先（許可番号） 再中間処理及び最終処分施設所在地

中 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　（廃ﾀｲﾔ） 05120054796 ㈱ﾀｲﾔﾘｻｲｸﾙ北海道 札幌市東区中沼町45-55 破砕/選別 31t/日、10ｔ/日 廃ﾀｲﾔ燃料他

登別市富浦町220番21 破砕/選別 168t/日 管理型混合物

最 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 00140000736

中 木くず（畳含む） 札幌市篠路破砕工場 札幌市北区篠路町福移153 破砕 150ｔ/日 木くず

198,000㎥

中 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　（廃ﾀｲﾔ） 00120009491

560㎥/日
36.6㎥/日
42.67ｔ/日
222.72ｔ/日

選　別
破　砕
焼　却
圧　縮

江別市角山425

42,921㎥

管理型混合物
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

中

最 燃え殻 札幌市山口処分場 札幌市手稲区手稲山口364 管理型埋立 3,686,000㎥

中 可燃物 札幌市白石清掃工場 札幌市白石区東米里2170 焼却 900ｔ/日 燃え殻

中 管理型混合物 00120174371 株式会社ｸﾞﾘｰﾝ･ｱｸﾃｨｳﾞ 石狩郡当別町蕨岱2787番5
選別
RPF製造

308.8㎥
16.3ｔ/日

製紙原料ほか
ＲＰＦ（固形化燃料）
管理型混合残渣

最 廃プラスチック類 00140098348 株式会社ｱｰﾙｱﾝﾄﾞｲｰ 登別市富浦町２２３－１ 管理型埋立 213,700㎥

中 廃プラスチック類 00140098348 株式会社ｱｰﾙｱﾝﾄﾞｲｰ 登別市富浦町２２３－１ 破砕 45.6ｔ/日 ﾘｻｲｸﾙ/埋立

最 燃え殻 札幌市山口処分場 札幌市手稲区手稲山口364 管理型埋立 3,686,000㎥


