名寄市一般廃棄物収集・運搬業許可業者一覧（五十音順）
業者名

住所

電話番号

取り扱う廃棄物の種類

令和４年4月30日現在

許可期限

㈱明石組

名寄市西5条南7丁目19番地

01654-2-3312 家庭系・事業系一般廃棄物

令和4年12月16日

㈱あっくす

名寄市東3条南6丁目18番地3

01654-8-7233 家庭系・事業系埋立ごみ・炭化ごみ・粗大ごみ

令和4年6月23日

㈱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 家庭系・事業系一般廃棄物

岩守産業㈱

名寄市字徳田248番地18

01654-2-5607 抜根、伐採木、剪定木、刈草、家庭系・事業系一般廃棄物、粗大ごみ等 令和5年10月19日

㈲ウスダ

名寄市風連町字豊里888番地

01655-3-3490 事業系一般廃棄物・家庭系一般廃棄物・資源ごみ・粗大ごみ

令和5年11月20日

㈲大高運送

名寄市風連町本町56番地21

01655-3-2037 事業系一般廃棄物、剪定木、刈草等

令和6年2月9日

尾形建設㈱

士別市朝日町中央4025番地

0165-28-2023 流木・剪定木・刈草・すき取土

令和5年6月26日

㈲オカベ電器

名寄市西３条南７丁目２番地２

01654-2-3023 家庭系一般廃棄物

令和6年1月16日

㈲小倉建設

中川郡美深町西２条南５丁目51番地９

01656-2-2241 家庭系一般廃棄物、事業系一般廃棄物

令和5年5月9日

㈲おさ

名寄市字徳田274番地 徳田工業団地

01654-2-5138 家庭系一般廃棄物、事業系一般廃棄物

令和6年2月9日

㈲管野建築

中川郡美深町字東5条北6丁目4番地

01656-2-3010 建造物から出る廃棄物

令和4年6月21日

㈱菅野工務店

中川郡美深町字美深553番地

01656-2-3550 家庭系一般廃棄物・事業系一般廃棄物・抜根・剪定木・刈草

令和6年4月19日

㈱カンリ

名寄市風連町北栄町115番地5

01655-3-4113 家庭系一般廃棄物、事業系一般廃棄物

令和6年4月26日

㈲共栄モータース

中川郡美深町字敷島65番地1

01656-2-2134 事業系及び家庭系一般廃棄物

令和5年7月28日

㈲旭光運輸

中川郡音威子府村字音威子府333番地

01656-5-3141 家庭系一般廃棄物

令和5年4月30日

㈲久保重機工業

士別市東2条7丁目27番地

0165-23-0280 抜開物（ボサ）

令和5年12月3日
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伐採木、抜根、剪定木、ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず、陶磁器くず、家庭系廃棄
物、はぎ取り物

令和5年8月22日
令和5年7月25日

名寄市一般廃棄物収集・運搬業許可業者一覧（五十音順）
業者名

住所

電話番号

取り扱う廃棄物の種類

令和４年4月30日現在

許可期限

㈱倉澤組

名寄市西4条南9丁目7番地

01654-2-2338 家庭ゴミ

令和4年6月25日

小泉軽運送

名寄市西4条北10丁目84-2

01654-3-9093 事業系一般廃棄物

令和6年3月31日

㈱近藤組名寄支店

名寄市風連町北栄町139番地1

01655-3-2225 抜根、剪定木、刈草、はぎ取草、家庭系・事業系一般廃棄物

令和5年5月26日

斎藤建設工業㈱

士別市大通西7丁目711番地24

0165-26-7575 事業系一般廃棄物（伐採木枝、伐根、剪定木、刈草、すきとり物）

令和6年2月29日

㈱桜井組

名寄市西1条南4丁目20番地

01654-2-5111

佐々木工務店

名寄市東5条北2丁目50－9

01654-3-4227 家庭系一般廃棄物

令和4年7月20日

三共建設㈱

士別市東2条北4丁目15番地

0165-23-1221 伐根、剪定木、間伐、流木、刈草、笹、空缶、空ビン

令和4年6月18日

㈲サンピア

名寄市大通北2丁目

01654-3-0458 家庭系・事業系一般廃棄物

令和5年6月30日

士別運送㈱

士別市南町東3区472－3

01654-9-4570 埋立ごみ・炭化ごみ

令和4年6月18日

士別浄化工業㈱

士別市南士別町1614番地2

0165-23-3495 木くず

令和4年7月31日

下川運輸㈱

上川郡下川町南町123番地

01655-4-2531 事業系・家庭系一般廃棄物

令和6年3月19日

下川建設興業㈱

上川郡下川町西町224番地

01655-4-2597 刈草・枝葉・抜根

令和4年6月12日

昭和産業㈱

名寄市西5条南11丁目

01654-2-4511 家庭系・事業系一般廃棄物

令和5年7月28日

㈱神両

旭川市江丹別町嵐山171番地

0166-61-4708 伐採木枝、抜根、剪定木、流木

令和4年10月12日

㈱Sky

名寄市字徳田260番地11

01654-8-7502 伐根、伐採木、剪定木、はぎ取り物、刈草

令和5年4月20日

スキル㈱

名寄市西6条南10丁目2番地14

01654-9-2545 刈草・事業系及び家庭系一般廃棄物・粗大ごみ

令和4年6月25日

第一建設株式会社

名寄市西７条南６丁目６番地１

01654－3－3307 家庭系・事業系一般廃棄物、粗大ごみ

令和5年12月10日
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不燃・燃焼不適物（ゴム、金属、ガラス他）可燃物（紙類、繊維他）伐根・剪定
令和4年6月14日
木・刈草、はぎ取草

名寄市一般廃棄物収集・運搬業許可業者一覧（五十音順）
業者名

住所

電話番号

取り扱う廃棄物の種類

髙橋直隆

士別市東丘1丁目2－25

090-8270-7902 家庭系一般廃棄物

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 家庭系ごみ

㈱谷組

上川郡下川町西町88番地２

01655-4-2595

令和４年4月30日現在

許可期限
令和4年7月31日
令和4年6月15日

一般廃棄物（不燃・可燃不適物・可燃物・再生資源・遊休品・空き缶・紙
令和5年5月20日
類・プラスチック類）

田西 敏夫(東丘急便) 士別市中士別町11線西

0165-22-1573 家庭系・事業系一般廃棄物

令和5年4月11日

㈱丹野建設

上川郡下川町旭町132番地

01655-4-2237 事業系・家庭系一般廃棄物

令和5年3月14日

㈱東洋社

名寄市西6条南4丁目43番地1

01654-2-2234 家電製品

令和5年8月31日

(福)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

㈲トライスター

名寄市東5条南2丁目63番地32

01654-9-2675 事業系一般廃棄物、家庭系一般廃棄物（粗大・資源ごみ）

令和4年7月9日

㈱中川建設

中川郡中川町字誉35番地

01656-5-3306 刈草・刈笹・スキ取物（抜根・抜開物）・剪定木

令和4年7月26日

中舘建設㈱

名寄市風連町大町54番地

01655-3-2507

㈲梨澤組

中川郡音威子府村字音威子府311番地

01656-8-7788 家庭系一般廃棄物

令和5年5月16日

㈲名寄衛生公社

名寄市東3条北4丁目12番地2

01654-3-5171 一般廃棄物等（粗大ごみ・再生資源有休品・不燃物・可燃物）

令和5年4月22日

㈲名寄環境

名寄市東3条南6丁目18番地3

01654-3-8313 家庭系・事業系埋立ごみ、炭化ごみ、粗大ごみ

令和4年6月23日

㈲名寄三信

名寄市字徳田149番地1

01654-2-1367 炭化ごみ、埋立ごみ、粗大ごみ、資源ごみ、家電リサイクル対象品

令和5年11月25日

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 家庭系・事業系一般廃棄物

令和5年6月30日

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 家庭系・事業系廃棄物

令和5年8月31日

㈲名寄トラック

名寄市字豊栄127番地4

01654-2-4666 家庭系・事業系一般廃棄物、粗大ごみ、資源ごみ

令和4年12月18日

3

家庭系一般廃棄物（家具、家電、自転車、ストーブ、じゅうたん、布団、衣類、ガラス製品、
陶器、磁器、金属製品、プラスチック製品、剪定木、草類）

伐根、剪定木、苅草、はぎ取草、家庭系・事業系一般廃棄物（紙類・塵
芥・繊維・ゴム・金属・ガラス）、粗大ごみ、汚泥

令和4年6月28日

令和5年8月11日

名寄市一般廃棄物収集・運搬業許可業者一覧（五十音順）
業者名

住所

電話番号

取り扱う廃棄物の種類

01654-2-3046 炭化ごみ、埋立ごみ、資源ごみ、粗大ごみ

令和４年4月30日現在

許可期限

名寄美装工業㈱

名寄市字徳田114番地30

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

ハスムネ電器

名寄市西3条北3丁目

01654-2-2020 家庭系一般廃棄物（家電製品）

令和5年5月21日

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 一般廃棄物全般

令和4年10月14日

(福)美深福祉会

中川郡美深町字美深76番地8

01656-2-1101 炭化ごみ、埋立ごみ

令和6年3月31日

㈲ファイブクリーン

名寄市西13条南11丁目

01654-3-5405 家庭系一般廃棄物・事業系一般廃棄物

令和4年6月3日

(資)風連美装興業

名寄市風連町南町7番地

01655-3-2507 事業系一般廃棄物

令和5年1月31日

藤平 正夫

名寄市西10条北３丁目８番地61

01654-3-9841 家庭系一般廃棄物

令和6年3月30日

北運共栄㈱

上川郡剣淵町元町15番3号

0165-34-2380 抜根及び剪定木及び刈草

令和5年10月15日

㈱北星FPC

名寄市西4条南3丁目12番地1

01654-3-1188 事業系一般廃棄物・家庭系一般廃棄物

令和4年10月1日

㈱ホクタン名寄支店

名寄市大通南1丁目

01654-3-2601 家庭系及び事業系一般廃棄物

令和6年2月17日

北建工業㈱

名寄市西3条北2丁目11番地1

01654-2-3984

㈲松久工務店

中川郡美深町西1条南5丁目37番地

01656-2-1451 炭化ごみ、家庭系・事業系一般廃棄物

村西運輸㈱

名寄市字徳田289番地24

01654-2-4501

㈲名振美装

名寄市西４条南１丁目20番地１

01654-2-3974 刈草、剪定木、事業系・家庭系一般廃棄物

令和6年1月26日

㈱もっかいトラスト名寄営業所

名寄市字徳田278番地7

01654-2-4347 事業系一般廃棄物、家庭系一般廃棄物

令和4年9月9日

㈱やくわ運輸

旭川市台場2条2丁目4番16号

0166-62-2672 流木、伐採木、剪定枝、抜根物、刈草、雑草及び雑草根（すき取り物） 令和5年8月18日

090-5987-8027 家庭系一般廃棄物・事業系一般廃棄物
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令和6年3月11日
令和4年6月7日

剪定木、刈草、はぎ取草、事業系一般廃棄物、家庭系一般廃棄物、粗大
令和6年4月28日
ごみ
令和5年4月14日

剪定木、刈草、はぎ取草、家庭系・事業系一般廃棄物、粗大ごみ、資源ご
令和5年12月2日
み

名寄市一般廃棄物収集・運搬業許可業者一覧（五十音順）
業者名

住所

電話番号

取り扱う廃棄物の種類

令和４年4月30日現在

許可期限

安富商会

士別市多寄町36線東18番地

0165-26-2420 家庭系廃棄物

令和5年8月31日

山一興業㈱

中川郡美深町字東4条北4丁目7番地

01656-2-1665 家庭系一般廃棄物、事業系一般廃棄物

令和4年8月19日

㈱山崎組

中川郡美深町字東4条北4丁目7番地

01656-2-1665

㈱山本組

名寄市字徳田101番地78

01654-3-3092 家庭系・事業系一般廃棄物

令和5年7月19日

㈲吉田工業

名寄市字徳田98番地57

01654-3-3450 木くず、伐開物、その他積替保管なし

令和4年6月6日

㈲よこた

名寄市西2条南5丁目1番地

01654-2-2948 家庭系・事業系一般廃棄物

令和5年7月11日

5

伐根・剝ぎ取草・剪定木・木くず類・刈草・動物死骸・プラスチック・紙くず・ペットボトル・ビン・ガ
ラス・生ごみ等家庭系一般廃棄物

令和6年3月31日

