
別表（収集運搬・処分用） 

水再生プラザ等産業廃棄物収集運搬・処分業務 

収集運搬業者：                                            

事業範囲                                  

収集運搬業許可番号        第                  号   （許可都道府県・政令市名） （ 北海道 ）   

許可品目  

燃え殻    汚泥    廃油    廃酸    廃アルカリ    廃プラスチック類    紙くず    木くず    繊維くず 

  動植物性残さ    ゴムくず    金属くず    ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず    鉱さい    がれき類 

  動物のふん尿    動物の死体    ばいじん    その他（           ） 

処分業許可番号   第              号   （許可都道府県・政令市名） （ 北海道・札幌市 ） 

排出 
事業場 
番号 

排出事業場名称 排出事業場所在地 排出する廃棄物の種類 

1 
創成川水再生プラザ 
（創成川水処理センター） 

札幌市北区麻生町８丁目１番１５号 

廃油 

（液状再生可能油） 

（液状再生不可能油） 

（ウェス込み） 

（固形ゲル状） 

（アスファルトくず） 

 

金属くず 

（20L以下空缶） 

（ドラム空缶） 

（その他） 

 

廃プラスチック類 

（塩化ビニル系） 

（塩化ビニル系以外で軽いもの） 

（その他） 

（廃タイヤ（ホイールなし）） 

（廃タイヤ（ホイール付き）） 

 

木くず 

（建設廃材・廃パレット類） 

 

汚泥 

（廃油含む）  

（廃活性炭）  

 

ガラスくず及び陶磁器くず 

 

コンクリートくず  

2 
創成川水再生プラザ 
（水質管理担当課） 

札幌市北区麻生町８丁目１番１５号 

3 拓北水再生プラザ 札幌市北区あいの里４条１０丁目１番１号 

4 伏古川水再生プラザ 札幌市東区伏古８条１丁目２番３５号 

5 茨戸水再生プラザ 石狩市花川東１０００番地 

6 豊平川水再生プラザ 札幌市白石区菊水元町８条３丁目５番１号 

7 厚別水再生プラザ 札幌市厚別区厚別町山本６４５番地１８ 

8 定山渓水再生プラザ 札幌市南区定山渓温泉東１丁目５０番地 

9 東部水再生プラザ 札幌市白石区東米里２１７２番地１ 

10 新川水再生プラザ 札幌市西区八軒９条西７丁目１番６５号 

11 手稲水再生プラザ 札幌市手稲区手稲山口２６５番地８ 

12 西部スラッジセンター(脱水施設) 札幌市手稲区手稲山口３２２番地 

13 西部スラッジセンター(焼却施設) 札幌市手稲区手稲山口３２２番地 

14 東部スラッジセンター 札幌市白石区東米里７７６番地 

15 厚別洗浄センター 札幌市厚別区厚別町山本７１１番地 

16 手稲沈砂洗浄センター 札幌市手稲区手稲山口２７１番地５ 

17 茨戸中部中継ポンプ場 札幌市北区篠路４条１０丁目１２番１５号 

18 茨戸東部中継ポンプ場 札幌市東区北丘珠６条４丁目１番１号 

19 東雁来雨水ポンプ場 札幌市東区東雁来１２条４丁目１番１号 

20 伏古川雨水ポンプ場 札幌市東区北３７条東２７丁目８番１５号 

21 豊平川中継ポンプ場 札幌市白石区北郷５条７丁目２番２５号 

22 米里中継ポンプ場 札幌市白石区米里２条１丁目１番１号 

23 月寒川雨水ポンプ場 札幌市白石区北郷１条１０丁目５番２０号 

24 野津幌川雨水ポンプ場 札幌市厚別区厚別町山本６４５番地１８ 

25 川北中継ポンプ場 札幌市白石区川北４条１丁目１番１号 

26 厚別川雨水ポンプ場 札幌市厚別区厚別西７７０番地 

27 定山渓中継ポンプ場 札幌市南区定山渓温泉西３丁目３９３番地 

28 藤野中継ポンプ場 札幌市南区藤野１条５丁目１番33号 

29 簾舞中継ポンプ場 札幌市南区簾舞５７５番地１22 

30 藻岩下第２中継ポンプ場 札幌市南区川沿１１条１丁目１８２８番地 

31 手稲中継ポンプ場 札幌市手稲区新発寒７条１１丁目１番１号 

32 茨戸西部中継ポンプ場 札幌市北区屯田９条１２丁目６番１５号 

33 下水道再生土製造施設 札幌市手稲区手稲前田６１１番地 

34 手稲前田第２埋立施設 札幌市手稲区手稲前田６２３番地 



 

排出 
事業場 
番号 

廃棄物の種類 契約単価 予定数量 
処分業者の事業範囲 最終処分 

下段の番号 処分方法 処理能力･埋立容量 施設の所在地 

1～３4 廃油（液状再生可能油）  円/L 15，000 L     

1～３4 廃油（液状再生不可能油）  円/L 150 L     

1～３4 廃油（ウェス込み）  円/缶 100 缶     

1～３4 廃油（固形ゲル状）  円/缶 10 缶     

1～３4 廃油（アスファルトくず）  円/ﾄﾝ 5 ﾄﾝ     

1～３4 金属くず（２０L以下空缶）  円/L 1，000 L     

1～３4 金属くず（ドラム空缶）  円/缶 5 缶     

1～３4 金属くず（その他）  円/ｋｇ 6，500 ｋｇ     

1～３4 
廃プラスチック類（塩化ビ
ニル系） 

 円/ｋｇ 200 ｋｇ     

1～３4 
廃プラスチック類（塩化ビ
ニル系以外で軽いもの） 

 円/㎥ 5 ㎥     

1～３4 廃プラスチック類（その他）  円/ｋｇ 20，000 ｋｇ     

1～３4 
廃プラスチック類（廃タイヤ
（ホイールなし）） 

 円/本 5 本     

1～３4 
廃プラスチック類（廃タイヤ
（ホイール付き）） 

 円/本 5 本     

1～３4 
木くず（建設廃材・廃パレッ
ト等） 

 円/ｋｇ 3，000 ｋｇ     

1～３4 汚泥（廃油含む）  円/㎥ 7 ㎥     

1～３4 汚泥（廃活性炭）  円/㎏ 450 ㎏     

1～３4 ガラスくず及び陶磁器くず  円/ﾄﾝ 1 ﾄﾝ     

1～３4 コンクリートくず  円/ﾄﾝ 15 ﾄﾝ     

最
終
処
分
に
関
す
る
情
報 

区 分（許可品目） 所在地（住所・施設名等） 方法（許可番号） 処理能力（処理期限） 

①安定型埋立（         ）    

②管理型埋立（         ）    

③安定・管理・遮断・再生・他     

適正処理に必要な情報 
性状：廃油（液状再生可能油）、廃油（液状再生不可能油）、廃油（ウェス込み）及び廃油（固形ゲル状）は流動性、 

汚泥（廃油含む）は泥状、その他は固形 
荷姿：廃油は缶状、その他はバラ 
通常の保管で、腐敗・揮発等の性状変化がある場合の情報：無 
他の廃棄物との混合等により生ずる支障等の情報：無 
その他の取扱いの際に注意すべき事項：飛散しないよう注意すること。  

 


