
　事業系一般廃棄物の収集運搬を委託する場合には、防府市の許可を受けた一般廃
棄物収集運搬業者に委託しなければなりません。

(2)一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する場合の処理方法

業者名 所在地 電話番号

株式会社　ＩＳＣ 広島市佐伯区五日市中央四丁目7番24号 082-921-0110

アボンコーポレーション株式会社 防府市牟礼今宿一丁目18番14号 0835-28-3702

有限会社　アント商事 山口市大内矢田南八丁目8番33号 083-927-2835

株式会社　維新 山口市秋穂東1555番地1 083-984-5855

株式会社　ＩＳＯＮＯ 山口市下小鯖347番地2 083-927-0990

株式会社　礒野商店 防府市華浦二丁目11番7号 0835-22-0443

伊藤　訓也（牟礼商店） 防府市大字江泊1816番地の18 0835-21-9933

株式会社　伊藤工業 防府市高倉一丁目17番3号 0835-38-2727

株式会社　井藤商店 山口市小郡上郷3583番地1 083-972-5883

入江　勇（ティエムエス） 防府市大字伊佐江101番地の1 0835-38-7066

ウエストピース株式会社 防府市天神一丁目4番11号 0835-27-6110

内崎建設株式会社 防府市大字浜方924番地 0835-29-0540

株式会社　エコ・クリーンヒラタ 防府市大字奈美725番地の8 0835-38-2401

有限会社　エム・ディー 防府市大字田島351番地83 0835-24-1176

太田　寿之（太田商店） 防府市三田尻二丁目9番43号 0835-22-1475

有限会社　オカザキ 防府市大字江泊2494番地1 0835-21-3008

株式会社　かみむら 防府市大字牟礼1913番地 0835-21-5675

有限会社　カワムラクリーン 防府市勝間三丁目2番49号 0835-25-7792

河村　文夫（だるまリサイクル） 防府市迫戸町3番16号 0835-38-2077

木本建設株式会社 防府市大字浜方48番地の2 0835-22-1005

株式会社　木本商店 防府市開出西町4番7号 0835-22-5529

有限会社　協同産業 防府市駅南町7番37号 0835-21-2825

有限会社　クリーン山口 山口市下小鯖3806番1 083-941-3570

有限会社　グローバルシステム 山口市佐山4836番地1 083-988-2323

株式会社　権代工業 防府市敷山町38番3号 0835-24-1924

有限会社　サンヨー緑樹園 防府市大字下右田644番地の1 0835-23-3037

有限会社　資源総業 防府市大字新田245番地の5 0835-24-1123

有限会社　周防ビル 防府市大字下右田1058番地の4 0835-22-3085

住香　直彦（スペーストラスト山口） 防府市自由ケ丘三丁目19番19号 0835-52-1830

業者名 所在地 電話番号

有限会社　綜合サービス防府支店 防府市大字植松1348番地6 0835-39-1007

相互環境サービス有限会社 広島市西区三篠町二丁目2-27 082-238-2772

株式会社　ダイム 防府市大字牟礼42番地の30 0835-27-0181

大和建設有限会社 防府市本橋町19番39号 0835-24-0556

株式会社　ただおザウルス 周南市浜田一丁目6番5号 0834-63-3279

有限会社　谷口総業 防府市大字田島1972番地の1 0835-39-2030

有限会社　ディーボックス 山口市若宮町1番76号 083-995-1234

有限会社　十和重機建設 防府市大字江泊118番地の37 0835-23-5314

中司興業株式会社 防府市大字田島1800番地の8 0835-29-0321

永松　勝則（グリーン・エコ山口） 防府市桑山二丁目11番14号 0835-36-0551

長峯　史郎（長峰商店） 防府市勝間三丁目9番6号 0835-22-2861

西日本運輸株式会社 防府市大字植松1348番地の6 0835-28-8348

株式会社　西原資源 広島市中区光南六丁目2番40号 082-248-1010

株式会社　野間工業 防府市岩畠三丁目12番2号 0835-21-1299

株式会社　羽嶋松翠園 防府市大字下右田647番地 0835-23-3615

有限会社　長谷川産商 防府市大字植松125番地の2 0835-23-4966

日立建設株式会社 宇部市大字妻崎開作720番地 0836-41-5111

株式会社　ひらた 山口市仁保上郷374番地 083-929-0740

有限会社　ヒロモト 下関市ゆめタウン2番12号 083-248-4321

有限会社　藤井開発興業 防府市大字田島32番地の2 0835-21-2399

藤本工業株式会社 防府市佐波一丁目9番19号 0835-22-3910

防府環境設備株式会社 防府市大字新田375番地 0835-22-5620

株式会社　ホーエー 防府市大字新田374番地 0835-22-5776

株式会社　星山リサイクル 防府市三田尻二丁目11番37号 0835-22-1823

桝倉産業株式会社 防府市大字台道1155番地の1 0835-32-3233

有限会社　松村商事 防府市大字大崎59番地の2 0835-22-3269

株式会社　三城商事 宇部市西平原二丁目7番1号 0836-33-6903

有限会社　光田商店 山口市三和町6番5号 083-902-8777

三戸建設株式会社 防府市大字仁井令902番地 0835-23-2153

みどり建設株式会社 防府市国衙五丁目6番28号 0835-38-4059

株式会社　宮内建設 防府市大字西浦3418番地の1 0835-29-3449

株式会社　三宅商事 山口市旭通り二丁目1番34号 083-922-4100

株式会社　モナポライズ 山口市大内御堀3953番地の1 083-902-3455

山一運輸興業株式会社 山口市朝田601番地25 083-934-8153

山口資源株式会社 防府市大字植松1886番地 0835-26-6115

株式会社　ユタカ産業 防府市沖今宿二丁目20番15号 0835-21-2733

有限会社　米本重建 防府市清水町3番49号 0835-24-0834  

※道路維持などの公共関係限定の許可業者及び他市のリサイクル施設への運搬限定の許可業者を除いています。

①一般廃棄物収集運搬業許可業者【平成30年2月1日現在、五十音順】
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※平成29年度のラベルシール

● 再生品の積極的な販売を推進しましょう。

発生抑制
● 回覧・供覧・社内メールなどを活用して資料の共有化を図り、
　無駄な紙の使用を控えましょう。
● 事務用品の購入にあたっては、必要性を十分考慮し、
　無駄な在庫を持たないようにしましょう。
● お茶やコーヒーなどは、紙コップなどの使い捨ての
　容器を使用しないようにしましょう。
● リサイクル可能な製品や耐久寿命の長い商品の開発に努めましょう。
● 過剰包装を抑制し、簡易包装に努めましょう。

（リデュース）

再使用

● 再使用可能商品の販売を促進しましょう。

● ファイルなど繰り返し使用できる事務用品を使用しましょう。
● 裏紙をメモ帳の代わりに使用しましょう。
● 新品でなくてもよいものは、中古品を購入しましょう。
● 使用済みの封筒などは、事務連絡などに再使用しましょう。
● 不必要な備品などは、必要とする他の部署で再使用しましょう。
● 通い箱など、運搬資材の省資源化、再使用を進めましょう。

（リユース）

再生利用（リサイクル）
● 複数の素材でできたものより、リサイクルしやすい
　単一の素材でできた製品を購入・使用しましょう。
● 原料に再生資源を積極的に利用しましょう。
● できるだけ高度に分別し、質の高い資源化に努めましょう。

(3)市に収集を依頼する場合の処理方法

②一般廃棄物収集運搬業許可業者へ委託する場合の注意事項

● 委託する際は、防府市の許可証の内容と有効期限を
　必ず確認してください。

● 事業者自らが市の処理施設に持ち込む場合と同様に、
　搬入基準に適合するよう適正に分別してください。

● 契約は、書面で締結するようにしてください。

● 収集時間、収集回数、委託費用などは、許可業者と
　相談してください。

廃棄物を効果的に減量するためには、事業所全体で取り組む必要があります。
一人ひとりが廃棄物を減らそうとする意識を持ち、行動に移すことが大切です。

まずは出来ることから始めましょう。

● 購入したラベルシールは、確認しやすい場所に貼付してください。

● 適正に分別して排出してください。違反ごみの混入が確認される
　場合は、違反シールを貼付のうえ、取り残しの処置を実施します。

● 午前8時30分までに指定された場所に出してください。

⑤注意事項

● 可燃ごみ 週２回
● プラスチック製容器包装 週１回

※祝日・休日の収集はありません。 ただし、夏季の祝日・休日は収集します。

②収集回数

● 可燃ごみ 容量４５リットルの無色又は白色半透明袋
● プラスチック製容器包装 容量４５リットル以下の無色透明袋

③収集容器の指定

可燃ごみ及びプラスチック製容器包装
①対象となる事業系一般廃棄物

ラベルシール１枚につき、年額19，200円（月額1，600円／枚）
1枚につき1袋収集します。

④処理手数料

※処理手数料は改定される場合があります。
※処理手数料には、消費税相当額を含みます。

　少量の事業系一般廃棄物は、
市に有料収集（ラベル収集制度）
を依頼することができます。

Ⅵ ごみ減量・リサイクルの進め方
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