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人間が生きている限り必ずゴミは出てしまうもの。でも、ゴミはきちんと分別すれば資源になります。私

たちは、スーパーやコンビニ、ホテルといったお店や施設から出る事業系一般廃棄物と、工場や建設現

場などから出る産業廃棄物を回収して、新しく資源にするために分別や処理をしています。廃棄物を正

しく処理してリサイクルを推進することは、地域の美化や環境の保全になるのでとても大切な仕事で

す。私たちは木下カンセーグ

ループ10社と協力して、滋賀県

全域や、近畿・東海・山陰地方の

環境を守っています。

学校やお店から出るたくさんの
ゴミはどうやって棄てられているの？

私たちが毎日回収して、しっかりと分別することで
新しい製品や原料としてリサイクルされています！

廃棄物処理
職場見学可能です

❶ドライバーがダンプカーで工場や建設現場を回り、産業廃棄物を収集してリサイクルセンターへ運搬します。産業廃棄物だけで1日
約100トン以上を運ぶこともあります。　❷リサイクルセンターで作業員が異物や危険物が混ざっていないかチェックして分別。廃棄
物の種類に合わせて、破砕・圧縮・溶融などの処理を加えて小さくすることで運びやすくします。　❸分別・処理された廃棄物は大切な
資源。種類に応じて次の工場に運搬することで、私たちの暮らしに役立つ製品に生まれ変わります。産業廃棄物のリサイクル率は約
80％！ どうしてもリサイクルできないものだけ最終処分（焼却・埋め立て）をします。

おもな仕事を見てみよう！

産業廃棄物は「廃棄物処理法」という法律で定められた20種
類で、金属くず・木くず・廃プラスチック、ゴムくず、がれき類があ
てはまります。一方、事業系一般廃棄物は事業所（お店・施設・会
社など）から出る廃棄物の中で、産業廃棄物以外のすべての廃
棄物で、紙くず・生ゴミなどです。
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たくさんの人のおかげで
ゴミが資源に生まれ変わります。

働く人の声を聞いてみよう !

産廃回収ドライバー

岩本 郁大 さん
いわ  もと      ふみ  ひろ

廃棄物処理の流れを知ろう！

営業部課長

広津 幸一郎 さん
ひろ    つ      こう   いち  ろう

お客様の要望や困りごとをよく聞くこと、新
しい視点や発想で解決法を提案すること、
お客様と一緒に解決していくことを大切に
しています。そうして問題を解決できると、お
客様から「これからも長くお付き合いをお願
いします」と言われることも多く、とてもやる
気が湧いてきます！

Q.仕事をする上で大切にしていることは？

営業事務

内田 玲子 さん
うち    だ      れい    こ

約3年前に取引が終わったお客様から「あ
なただから相談したい」と再度お声掛けを
いただけたことです。

Q.仕事でうれしかったことはありますか？

はい     き

? どうやって産業廃棄物を処理するの？

社員の仕事や役割、
働き方は？?

法律で決められた20種類が産業廃棄物です！

廃棄物を回収して綺麗にすると、お客様が
喜んでくれて「ありがとう」と言ってもらえる
ことです。

Q.仕事の魅力、うれしかったことはなんですか？

車は人の命も奪いかねません。急いでい
るときでも安全運転を第一に考えて、毎
日無事故で仕事を終えられるようにして
います。

Q.仕事をする上で大切にしていることは？

車の運転が好きで、特に大きなトラックを運
転する仕事がしたかったからです。

Q.入社した理由を教えてください。

仕事を理解するほど、覚えていくほどに奥深い
世界だと感じます。私たちの日々の仕事がいず
れ子ども達や地球の未来につながっていると実
感できます。未来のためになくてはならない仕
事に携わっているという思いがやりがいです。

Q.仕事の魅力や、やりがいを教えてください。

社内でのコミュニケーションも大切にして、
お互いが気持ちよく働けるような環境を作
れるようにしています。

Q.仕事をする上で大切にしていることは？
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廃棄物の処理やリサイクルはさまざまな業
界や企業に関係していて、たくさんの人の
困りごとを解決できます。それは社会貢献
にもつながるので、やりがいがある仕事だと
感じたからです。

Q.入社した理由を教えてください。
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産業廃棄物と
事業系一般廃棄物の違いは？?
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パッカー車やダンプカーで取引先から廃
棄物を収集します。1度で大量の廃棄物
を回収する産業廃棄物の担当は1日で5
～8件、ゴミ袋１つから回収する事業系
一般廃棄物の担当は100～150件回っ
て、指定された処理場へ搬入します。

リサイクルセンターに搬入された廃棄物
を手作業で分別したり、重機などを使っ
て処理作業（破砕や圧縮）をします。ここ
できちんと分別できないと資源にならな
いので重要な仕事です。今後はAIで分
別を助けてくれる機械も導入予定です。

営業職 ： 

仕事以外の
社会貢献活動は？? 私たちだからこそできる活動に

取り組んでいます！

食品加工工場や一般家庭から集め
た廃天ぷら油を原料としたバイオ
ディーゼル燃料をゴミ収集車に給
油しています。月間2500～3000L
の本来焼却処分されてしまう廃天ぷら油を再利用することで、
二酸化炭素の排出量を大きく削減してます。

バイオディーゼル燃料

スーパーやホテル、学校給食セン
ターから出される廃棄食材や生
ゴミも収集して、食品リサイクル
工場に持ち込み、田畑に使う堆肥
や家畜の飼料に加工しています。最終的に人の口に入るもの
なので、より一層厳しく分別しています。

食品ロス削減

取引先（廃棄物を出す事業所や工
場など）の新規獲得、既存のお客
様への対応、リサイクルの提案な
どを行います。

事務職 ：廃棄物を処理した証明書や請求書
の発行、電話応対、業務の受注や管
理、契約書や各種伝票類の処理を
します。

ドライバー
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こんな人は、

この仕事に向いています！

po
int! キレイ好きな人

トラックを運転する仕事がしたい人

環境問題に関心のある人

金属くずや木くずなど 古紙やアルミ缶など 段ボールやビニール類など

草津リサイクルセンター （株）石田産業リサイクルセンター（有）光田産業リサイクルセンター

かん   きょう

木下カンセーGROUP　
株式会社木下カンセー


