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名寄市事業系
ごみ分別排出マニュアル

名寄市ごみ分別マスコットキャラクター

エコひまちゃん

名寄市市民部環境生活課廃棄物対策係

令和２年８月発行
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廃棄物 産業廃棄物（法律で定める20種類以上）

所管:都道府県
※産業廃棄物の許可業者に処分を依頼してください。

一般廃棄物

所管:市町村

事業系一般廃棄物
事業活動によって排出される産

業廃棄物以外の廃棄物

家庭系一般廃棄物

一般家庭から排出される廃棄物

事業系ごみ
事業所から
出るごみ

家庭系ごみ
家庭から
出るごみ

■廃棄物の処理及び清掃に関する法律第３条において、次のように定められています。
①事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
②事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。
③廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければな

らない。
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店舗と住宅を併用している場合の処理方法は？

家庭系ごみ

店舗のごみ

●産業廃棄物
→ 産業廃棄物収集運搬業者・処分業者

に処理を依頼してください。

●事業系一般廃棄物
→ 一般廃棄物収集運搬業者に収集を委

託するか、直接、ごみ処理施設に搬入
してください。

事業系ごみ

家庭ごみの集積所に出せません

リデュース

Reduce
発生抑制

ঽ
୧
भ
ओ
ा

〇詰め替え容器に入った製品や

簡易包装の製品を選ぶ。

〇耐久消費材は手入れや修理を

しながら長く大切に使う。

〇耐久性の高い製品や省資源化

設計の製品を選ぶ。

リユース

Reuse
再使用

リサイクル

Recycle
再利用

〇リターナブル容器に入った製

品を選び、使い終わった時に

はリユース回収に出す。

〇フリーマーケットやガレージ

セール等を開催し、不用品の

再使用に努める。

〇ごみの分別を徹底し、資源と

して再利用できるものは、必

ずリサイクルする。

〇リサイクル製品を積極的に利

用する。
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●産業廃棄物（20種類）

※  業種指定「有」となっているものは、特定の事業活動に伴って発生するものに限定される品目であり、それら
に該当しない業種から発生する場合は、一般廃棄物となります。

※輸入された廃棄物は、原則としてすべて産業廃棄物として取り扱われます。

区分 ごみの種類と具体例 業種指定

①紙くず

建設業に係る工作物の新築、改築又は除去
新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業
パルプ・紙・紙加工品の製造業
印刷出版を行う出版業、製本業、印刷加工業

有

②木くず

建設業に係る工作物の新築、改築又は除去から
木材・木製品の製造業（家具製造業を含む）
パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業
賃物流のために使用したパレット

有

③繊維くず 建設業に係る工作物の新築、改築又は除去
繊維工業（衣服その他の繊維製品製造業を除く。） 有

④動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物
に係る固形状の不要物 有

⑤動物性固形
不要物

と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜
食鳥処理場において食鳥処理した食鳥 有

⑥動物のふん尿 畜産農業に係る動物のふん尿 有
⑦動物の死体 畜産農業に係る動物の死体 有
⑧燃え殻 石炭がら、重油灰、産業廃棄物の焼却残さ等 全事業所

⑨汚泥 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活
性汚泥、凝集沈殿汚泥、建設汚泥、ビルピット汚泥等、浄水場の沈殿池から生じる汚泥 全事業所

⑩廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、廃溶剤、タールピッチ等 全事業所
⑪廃酸 廃硫酸、廃塩酸など有機性・無機性を問わず、すべての酸性廃液 全事業所
⑫廃アルカリ 廃ソーダ液、金属せっけん廃液など有機性・無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液 全事業所

⑬廃プラスチック 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなどすべての固形、液状の合成高分
子化合物 全事業所

⑭ゴムくず 天然ゴム 全事業所
⑮金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 全事業所
⑯ガラスくず、コ
ン ク リ ー ト く
ず、陶磁器く
ず

ガラス、レンガ、コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除
く。）、陶磁器くず等 全事業所

⑰鉱さい 高炉、転炉、電気炉などの残さ、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、粉炭かす等 全事業所

⑱がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片、その他こ
れに類するもの 全事業所

⑲ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設等で発生し、集じん施設によって集められた
もの 全事業所

⑳法施行令第
２条第13号
に規定する産
業廃棄物

上記①∼⑲に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記の産業廃
棄物に該当しないもの（コンクリート固形化物等） 全事業所

から生ずる紙くず

から生ずる木くず

から生ずる繊維くず

から生ずる固形状の不要物
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●特別管理産業廃棄物

※廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令（判定基準省令）に定める基準参照

【産業廃棄物と一般廃棄物の判断】

区 分 ごみの種類と具体例
廃 油 揮発性油類、灯油類、軽油類（引火点70℃未満のもの）
廃 酸 水素イオン濃度指数（pH）が2.0以下の酸性廃液
廃 ア ル カ リ 水素イオン濃度指数（pH）が12.5以上のアルカリ性廃液

感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される血液、使用済みの注射針などの感染性病原体を含むか又はそ
のおそれのある産業廃棄物

特
定
有
害
産
業
廃
棄
物

廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油

PCB汚染物

PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず
PCBが染み込んだ汚泥、木くず、又は繊維くず
PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類又は金属くず
PCBが付着した陶磁器くず又はがれき頬

PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの

廃石綿等

建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材及びその除
去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの
大気汚染防止法第２条第10項に規定する特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん
機で集められた飛散性の石綿など

廃水銀等
特定の施設において生じた廃水銀等
水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物とな
ったものから回収した廃水銀

指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥（※）
鉱さい 重金属等を一定濃度を超えて含むもの（※）
燃え殻 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの（※）
ばいじん 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの（※）
廃油 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの（※）

汚泥、廃酸
又は廃アルカリ

重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃
度を超えて含むもの（※）

それは、有価物ですか？それとも廃棄物ですか？ 有価物

その廃棄物は、次のどれかに該当しますか？

廃棄物

燃え殻、汚泥、油、酸、アルカリ、プラスチック、ゴム、金属、
ガ陶、鉱さい、がれき類、ばいじん

該当しない場合、その廃棄物は、次のいずれかに該当します。
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物性固形不要物、
動物のふん尿・死体

いいえ

その廃棄物は、指定業種から出された廃棄物ですか？

例えば、動物のふん尿や死体の場合、畜産農業から出された廃棄
物ですか。（参照:３ページ）

はい 産業廃棄物

はい 産業廃棄物

いいえ

一般廃棄物＝事業系一般廃棄物
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※産業廃棄物収集運搬業者・処分業者は、北海道のホームページでご確認ください。一般廃棄物収集運搬業者は、８・９ページ
に掲載しています。

分類 代表的な品目 処理方法

一
般
廃
棄
物

●紙くず
写真
手紙

●炭化センターに自ら搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可
業者に委託してください。

（注）業種によっては、産業廃棄物となります。

●古紙類

新聞紙（★）
雑誌（★）
コピー紙（★）
段ボール
紙製容器包装類

●リサイクルのため、極力、自らリサイクルセンターに搬入するか、
古紙類のリサイクル業者に委託してください。

●汚れなどでリサイクルできない場合、★マークのものは小さくち
ぎって炭化センターに、それ以外のものは広域最終処分場に
自ら搬入するか、一般廃棄物収集運搬業者に委託してくだ
さい。

（注）業種によっては、産業廃棄物となります。

●リサイクルできない紙
カーボン紙
ノンカーボン紙 ●炭化センターに自ら搬入するか、一般廃棄物収集運搬業者

に委託してください。
（注）業種によっては、産業廃棄物となります。●生ごみ

食品の食べ残し
売れ残り
調理残さ

●産業廃棄物以外の
埋立ごみ

割り箸
木くず

●広域最終処分場に自ら搬入するか、一般廃棄物収集運搬
業者に委託してください。

（注）業種によっては、産業廃棄物となります。

産
業
廃
棄
物

●プラスチック製品

弁当の容器
ビニール袋
発泡スチロール
緩衝材類

●リサイクルできるため、資源回収業者や古物商・金属くず商に
有償で引き渡してください。

●廃棄する場合は、産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者
に委託し処理してください。

●リサイクルセンターや風連リサイクルプラザには、搬入できませ
ん。

●びん
●缶類
●ペットボトル

空きびん
空き缶
ペットボトル

●金属類
乾電池
一斗缶等
全ての金属くず

●ガラス・陶磁器類
コップ等のガラス類
茶碗等の陶磁器

●産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者に委託し処理して
ください。

●蛍光管・温度計等水銀
使用製品

蛍光管
水温計

●購入した店舗等に処理を依頼してください。
●産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者に委託し処理して
ください。

●スプレー缶等
スプレー缶
カセットボンベ
ライター

●購入した店舗等に処理を依頼してください。
●産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者に委託し処理して
ください。

●粗大ごみ
対象品目については、市役所環境生活課（☎01654-3-2111）までお問い合わ
せください。
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Q1事業系ごみを炭化センターや広域最終処分場に直接搬入できますか？

A1産業廃棄物に該当しない「事業系一般廃棄物」のみ、搬入することができます。

Q2事業系ごみを市のリサイクルセンターに直接搬入できますか？

A2廃プラスチック類や缶・びん、有害ごみは、業種に関わらず全て産業廃棄物になるため、搬入することができ

ません。古紙類は業種指定に該当しない場合のみ、搬入することが可能です。

Q3事業所から缶やびんの収集は、一般廃棄物収集運搬許可業者への委託は可能ですか？

A3缶やびんは、資源としてリサイクルできますので、可能な限り資源収集業者に収集をお願いしてください。廃

棄物として処理する場合、事業活動に伴って排出される空き缶・びんは、業種に関わらず全て産業廃棄物です

ので、一般廃棄物収集運搬許可業者ではなく、産業廃棄物収集運搬許可業者に収集を委託してください。

なお、自動販売機を設置している場合は、設置業者に容器の引取・リサイクルを依頼してください。

Q4小さな規模の個人商店や店舗付き住宅での事業も事業活動に含まれますか？

A4１ページに記載のとおり、製造業や建設業等に限定されるものではなく、小規模な事業者も該当します。その

ような事業活動から排出される産業廃棄物の規定には排出量の条件はないため、多量に排出される場合でも、

少量の場合でも排出量に関わらず、適正に処理しなければなりません。

Q5事業者が事業系廃棄物を適正に処理しなかった場合は、どうような罰則を受けますか？

A5廃棄物の処理及び清掃に関する法律第３条第１項において、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物

を適正に処理しなければならない」と定められています。また、名寄市廃棄物の減量及び処理に関する条例第

５条で、事業者の責務を規定しています。事業者責任を放棄し、違法な処理を行った場合は、廃棄物処理法に

基づく罰則を科せられることがありますが、罰則の有無に関わらず、生活環境の保全や資源の有効利用の観点

から、廃棄物の適正処理にご協力をお願いします。

【排出事業者に対する主な罰則（抜粋）】

●５年以下の懲役、もしくは1,000万以下の罰金、または併科

・廃棄物の収集運搬や処分の許可を有しないものに委託

●５年以下の懲役、もしくは３億円以下（個人や個人事業主等は1,000万円以下）の罰金、または併科

・廃棄物を不法に投棄した

・廃棄物を不法に焼却した

●３年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、または併科

・廃棄物の処理の委託基準に違反して、収集運搬や処分を委託した

Q6業者に収集運搬や処分を委託した場合、あとは全てその業者に任せておけばいいですか？

A6廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第５項において、「事業者は、当該の廃棄物の発生から最終処分が

終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない」とされていることから、発生から最終処分が終了するまでの間、自らの責任で適正な処理が行わ

れるよう管理しなければなりません。万が一、受託業者がその廃棄物を不法投棄をした場合、委託した事業者

も廃棄物処理法に基づく罰則を科せられることがあります。
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持込施設

① ② ③ ④

名寄市

リサイクルセンター

炭化センター 名寄地区広域

最終処分場

リサイクルプラザ

住所
名寄市

字大橋140番地

名寄市

字大橋140番地

名寄市

字内淵311番地

名寄市

風連町字中央768番地

電話番号
01654-3-2111

（名寄市役所）

01654-2-9090

（名寄地区衛生施設事務組合）

01654-2-1598

（名寄地区衛生施設事務組合）

01654-3-2111

（名寄市役所）

受入時間 8:30～17:00 9:00～16:00
8:45～16:30

入場は16:00まで

【４～11月】

10:00～15:00

【12～３月】

10:00～13:00

休み

日曜日

12月31日～１月３日

日曜日

12月31日～１月３日

日曜日

12月31日～１月３日

水・土・日曜日

※第２土曜日・第４日曜日

は受入

12月31日～１月３日

持込可能

なごみ

事業系一般廃棄物の

古紙類のみ

事業系一般廃棄物の

紙くず・生ごみ

事業系一般廃棄物の

木くず・草類・天然繊

維・天然皮製品・埋立

ごみ

事業系一般廃棄物の

古紙類のみ
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【市内】 令和２年７月10日現在

業 者 名 住 所 電話番号

株式会社明石組 名寄市西5条南7丁目19番地 01654-2-3312

株式会社あっくす 名寄市東3条南6丁目18番地3 01654-8-7233

五十嵐運輸株式会社 名寄市字徳田240番地4 01654-3-6127

株式会社五十嵐組 名寄市西5条北11丁目58番地23 01654-2-4577

伊藤古物店 名寄市西10条北5丁目26番地85 01654-2-5017

有限会社岩守産業 名寄市字徳田248番地18 01654-2-5607

有限会社ウスダ 名寄市風連町字豊里888番地 01655-3-3490

有限会社大高運送 名寄市風連町本町56番地21 01655-3-2037

有限会社おさ 名寄市字徳田274番地 01654-2-5138

株式会社カンリ 名寄市風連町北栄町115番地5 01655-3-4113

株式会社倉澤組 名寄市西4条南9丁目7番地 01654-2-2338

小泉軽運送 名寄市西4条北10丁目84-2 01654-3-9093

株式会社近藤組名寄支店 名寄市風連町北栄町139番地1 01655-3-2225

株式会社桜井組 名寄市西1条南4丁目20番地 01654-2-5111

有限会社サンピア 名寄市大通北2丁目 01654-3-0458

昭和産業株式会社 名寄市西5条南11丁目 01654-2-4511

株式会社Sky 名寄市字徳田260番地11 01654-8-4502

スキル株式会社 名寄市西6条南10丁目2番地14 01654-9-2545

株式会社東洋社 名寄市西6条南4丁目43番地1 01654-2-2234

有限会社道北カンリ 名寄市字徳田248番地18 01654-2-5607

社会福祉法人道北センター福祉会 名寄市東6条南9丁目109番地 01654-3-8831

有限会社トライスター 名寄市東5条南2丁目63番地32 01654-9-2675

中舘建設株式会社 名寄市風連町大町54番地 01655-3-2507

有限会社名寄衛生公社 名寄市東3条北4丁目12番地2 01654-3-5171

有限会社名寄環境 名寄市東3条南6丁目18番地3 01654-3-8313

有限会社名寄三信 名寄市字徳田149番地1 01654-2-1367

名寄市高齢者事業センター 名寄市西13条南2丁目 01654-2-3140

名寄市風連町高齢者事業団 名寄市風連町仲町68番地 01655-3-2818

有限会社名寄トラック 名寄市字豊栄127番地4 01654-2-4666

名寄美装工業株式会社 名寄市字徳田114番地30 01654-2-3046

新田正人 名寄市西2条南11丁目22マーガレットヴィラA312 090-5987-8027

ハスムネ電器 名寄市西3条北3丁目 01654-2-2020

真鍋建運株式会社 名寄市字徳田100番地の8 01654-3-2750

村西運輸株式会社 名寄市字徳田289番地24 01654-2-4501

有限会社ファイブクリーン 名寄市西13条南11丁目 01654-3-5405

株式会社ホクタン名寄支店 名寄市大通南1丁目 01654-3-2601

北海紙管株式会社名寄工場 名寄市字徳田278番地7 01654-2-4347

北建工業株式会社 名寄市西3条北2丁目11番地1 01654-2-3984

有限会社吉田工業 名寄市字徳田98番地57 01654-3-3450
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【市外】 令和２年７月10日現在

業 者 名 住 所 電話番号

株式会社イトイ産業 士別市朝日町中央4025番地 0165-28-2600
尾形建設株式会社 士別市朝日町中央4025番地 0165-28-2023
有限会社管野建築 中川郡美深町字東5条北6丁目4番地 01656-2-3010
株式会社菅野工務店 中川郡美深町字美深553番地 01656-2-3550
有限会社共栄モータース 中川郡美深町字敷島65番地1 01656-2-2134
有限会社久保重機工業 士別市東2条7丁目27番地 0165-23-0280
株式会社鉱石運輸 士別市上士別町16線南3番地 0165-24-2383
斎藤建設工業株式会社 士別市大通西7丁目711番地24 0165-26-7575
三共建設株式会社 士別市東2条北4丁目15番地 0165-23-1221
しずお建設運輸株式会社 士別市東2条北3丁目17番地 0165-23-5135
篠原朋智（比布リサイクルセンター） 上川郡比布町北7線12号 090-2076-9929
士別運送株式会社 士別市南町東3区472－3 01654-9-4570
下川運輸株式会社 上川郡下川町南町123番地 01655-4-2531
下川建設興業株式会社 上川郡下川町西町224番地 01655-4-2597
株式会社神両 旭川市江丹別町嵐山171番地 0166-61-4708
竹本富雄（住まいの便利屋タケモト） 中川郡美深町東2条南3丁目8 01656-2-2485
株式会社谷組 上川郡下川町西町88番地2 01655-4-2595
株式会社ハピネスWOOD 旭川市流通団地2条3丁目25番地 0166-76-7337
東丘急便 士別市中士別11線西 0165-22-1573
株式会社久光組 士別市東2条北7丁目110番地 0165-23-2659
公益社団法人美深町シルバー人材センター 中川郡美深町西１条北１丁目 01656-2-4060
社会福祉法人美深福祉会 美深町字美深76番地8 01656-2-1101
株式会社細川商店 士別市多寄町36線西2番地 0165-26-2711
有限会社松久工務店 中川郡美深町西1条5丁目37番地 01656-2-1451
株式会社やくわ運輸 旭川市台場2条2丁目4番16号 0166-62-2672
株式会社安井組運輸 旭川市東光14条1丁目3番6号 0166-31-5111
安富商会 士別市多寄町36線東18番地 0165-26-2420
株式会社山崎組 中川郡美深町字東4条北4丁目7番地 01656-2-1665


