
一般廃棄物と産業廃棄物は分けて保管してください。

缶類・びん類・ペットボトルは、産業廃棄物として処理してください。
事業活動に伴い排出される「缶類・びん類・ペットボトル」は、産業廃棄物です。市の資源化施設「エコマール那覇リサイクル棟」へは搬入できません。ただし、
従業員の生活活動（昼食等）で消費した飲料容器の場合、市の受入基準に適合している物は、生活ごみに準じ、一般廃棄物として受け入れできるものとします。

缶類・びん類・ペットボトルは、産業廃棄物として処理してください。

一般廃棄物と産業廃棄物は分けて保管してください。

共通の基準 区分毎の基準

① 飲料用の缶

② 飲料用のびん
■無色、茶色、その他の色に分けられていること
■キャップが取られていること

③ 飲料用のペットボトル ■キャップとラベルが取られていること

市の受入基準区分

■中身が入っていないこと
■不適物が入っていないこと
■区分毎（缶、びん、ペットボトル）
　に分けられていること

※缶類、びん類、ペットボトルは、きれいに
　分別することで再資源化でき、事務処理の
　簡略化や処理経費の削減にもつながります。

一般廃棄物と産業廃棄物は、処理方法・処理単価・処理の委託契約内容等が異なります。
ごみ箱やごみ置き場（保管庫）は、ごみの区分や種類毎に分け、適正に処理できるよう管理しましょう。

事務所内 共用部分 ごみ保管庫

分別表示は大きくしましょう！ 
分別意識の定着が期待できます。 

施設利用者にも分かりやすい
表示を工夫しましょう！

しっかり分別意識を持てるよう
表示を工夫しましょう！

施設利用者が捨てた飲料容器 
は産業廃棄物です。（紙容器は一般廃棄物）

空間を利用して棚を設置し、 
分かりやすく分別表示する。 

産業廃棄物と一般廃棄物は
分けて保管しましょう！

許可番号 電　話 許可番号 電　話

許可番号 電　話 リサイクル内容 許可番号 搬入先 リサイクル内容
チップ化 糸満市

糸満市
堆肥化

チップ化 堆肥化
チップ化

八重瀬町 堆肥化堆肥化・チップ化
南城市 飼料化堆肥化
南城市 飼料化

電　話
①
②
③

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

⑮

(有)大幸産業 沖縄市 廃食油
沖縄県油脂事業協同組合 糸満市 廃食油
沖縄西濃運輸株式会社
豊見城物流センター 豊見城市 家電リサイクル対象品【指定引取所】

(有)クリーンアイランド うるま市 ガラスびん　【日本山村硝子(株)・沖縄地区協力工場】
(株)バイロン沖縄 八重瀬町 ガラスびん

街クリーン(株) 南城市 ガラスびん、ペットボトル、缶
(有)沖縄クリーン工業 西原町 ガラスびん、ペットボトル、缶（混合受入れのみ）

那覇市 消火器※国内製造　【特定窓口】

金属くず
昭和製紙(株) うるま市 古紙、模造紙、機密書類（溶解処理）
(株)國吉商店 糸満市 古紙、機密書類(シュレッダー処理)、アルミ、鉄くず、非鉄金属、廃車

業者名 搬入先 取扱品目 おすすめコンテンツ
(資)協和 南風原町 古紙、アルミ、ペットボトル、発泡スチロール
(株)ふじ産業 南風原町 古紙、機密書類(シュレッダー車有)、アルミ、発砲スチロール
(有)沖縄紙業 浦添市 古紙

④ (株)拓琉金属
浦添市 アルミ缶、鉄くず、非鉄金属、廃車、OA機器類、小型家電
豊見城市

拓南商事(株) うるま市 家電リサイクル対象品【指定引取所】、鉄くず、非鉄金属
(株)オカノ

街クリーン(株) 八重瀬町
農業生産法人㈲あらぐさ(株)美玉開発 南風原町

(有)沖縄クリーン工業 うるま市 (有)沖縄化製工業
(有)東産業

(株)ｸﾞﾘｰﾝｴｺﾛｼﾞｰｻｰﾋﾞｽ 豊見城市 (株)沖縄公衆衛生
(株)とみしろ建材 豊見城市 街クリーン(株)

沖縄市 飼料化・堆肥化(資)オキスイ

❷ 一般廃棄物（草・木）収集運搬・処分 ❸ 一般廃棄物（食品残渣）収集運搬・処分
許可業者名 搬入先 許可業者名 電　話

(株)タマキクリーン ★● ●印は、草木収集運搬許可も有しています。

城間　美佐江 ◆印は、再生利用を目的とした食品残渣の収集運搬
　許可も有しています。(株)SUNクリーン

(株)廣
■印は、特定家庭用機器の収集運搬許可も有しています。

瑞慶覧　克明
(同)マツバラ ■

大城　尋光★

★
(株)粟国清掃

★印は、産業廃棄物収集運搬許可も有しています。

上原　正和
伊野波　盛俊★

★
★

(株)首里クリーンサービス
上原　直美

大城　睦子
(有)タイラ衛生社★ ●■

祖平　愛也
(株)クリーンアップ福★●

★●

(有)丸元清掃
(株)ゆい清掃★

★

★

★
■

(株)共栄環境★■
(株)カワカミ★
(株)吉浜クリーン開発★●

●
(株)タイホウエコクリーン★

(株)タナハラ
(株)沖縄ちゅらコネクト

(株)大輪産業 ★
★

(同)明進環境整美★
★

上原　民智
(株)令和環境

(有)丸友産業 ★■●

●

伊佐　真亜
★

伊良波　哲●
(有)那覇相互清掃★●

兼浜　康喜
(有)三友 ★ ●■

玉城　正
(同)花城クリーン

(資)協和★
友平衛生社(有)★●

(有)都市清掃社★

福里　清
金城　隆幸

(株)タイラ産業★■●
(株)光環境サービス★

★

●

(同)ヒロケン
(株)やすもと★■●

(有)那覇環境サービス★

★
(株)沖縄公衆衛生★■●◆

普天間　里恵子★
吉浜エコサービス㈱★■●

業者一覧（一般廃棄物処理許可業者／再生処理業者／指定引取所／特定窓口）

❶ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬
許可業者名 許可業者名 電　話 許可番号 許可業者名

(有)宮國清掃★●

分別・リサイクルを
お願いします！

※保管庫は、道路沿いに設置せず
　施設内に設置してください。

※2  事業者の皆さまがお支払いしている「ごみ処理料金」は、①許可業者がごみを収集運搬する
　    ための費用と、②ごみ処理手数料の合計となっています。適正な費用負担をお願いします。

※1  ごみ処理手数料は、那覇・南風原クリーンセンターでごみを焼却、埋立の
　    処理をするための費用で、重量に応じて負担していただきます。

に　　　　されました。令和２年４月より、事業系一般廃棄物処理手数料　 は、　　　　までごとに※1 円（税込み）　改定
③ごみ処理手数料が、改定されました。ごみ処理手数料が、改定されました。①

②

098-970-4362

098-982-5910

098-911-0027

★(同)エコライフ

分別方法
◆缶以外のものを混入しない。
◆処理委託契約に応じて、
　スチール缶とアルミ缶を
　分ける。

◆キャップは取りはずし、缶類又は
　廃プラスチックとして分別する。
◆処理委託契約に応じて、
　リターナブルびんとワンウェイ
　びんに分ける。

◆処理委託契約に応じて、
　キャップ、ラベル、ボトルを
　分別して出す。

処理方法
◆一般的にリサイクル業者等で買い取りされている物は、
処理業者の施設へ直接持ち込みする方法があります。
　（例：缶類、リターナブルびん）
　なお、収集運搬を委託する場合は、適正な委託契約を
締結するようお願いします。

◆処理費用がかかる物（ワンウェイびん）は、排出事業者
が産業廃棄物処理施設へ直接持ち込みする方法、又は、
※産業廃棄物処理業者へ処理を委託する方法があり
ます。
　※問い合わせ先・業者一覧をご参照下さい。

◆自動販売機を設置している場合は、飲料容器の回収等
について、ベンダー（自動販売機の取り扱い業者等）
と相談し、適正に処理するようお願いします。

◆卸売業者又は小売業者により下取り回収されている
　場合は、同業者と相談し、引き続き適正に処理する
　ようお願いします。

缶類

びん類

ペットボトル

（那覇・南風原クリーンセンター）

【市の処理施設】
※2

【ごみ処理料金】

収集運搬
料金

（許可業者）（排出事業者）

❹ 再生処理（古紙類・金属類・びん類・廃油／家電リサイクル対象品／消火器）

※1

ごみ処理原価手数料は全体で
10㎏あたり285円です。
そのうち、55.4％である155円を
那覇市で負担し、残り45.6％で
ある130円を排出事業者に負
担していただきます。

（ごみ処理原価手数料は、2018年度実績をもとに算出）

ごみ処理原価
10kgあたり285円

ごみ処理手数料
排出者負担
￥130
45.6%

那覇市負担
¥155
54.4%

那覇市負担排出者負担


