
「棄てる」から、未来を
発想する仕事 廃棄物を排出する側へ積極的に働きかけ、廃棄物のリサイクルや有効利用の促進を

行っている。
環境の仕事 団体名： 株式会社ミズノ

■ 仕事の紹介

①廃棄物を工場で種類ごとに分別します。重機や破砕機を使って細かくし、リサイクル
しやすいように処理をします。リサイクルできるものと、埋立処分するもの分別したの
ちに、それぞれの処理施設へ運搬しています。

②お客様からの「この廃棄物の処理に困っている」「どうやって処理したらいいか分か
らない」といったご相談にもお応えしています。企業に環境保全やコンプライアンスが
求められている今、適正に処理するためのご提案や、法令違反を防ぐ管理のサポートを
しています。

③製鋼原料になる鉄やアルミ、銅、ステンレス等の金属スクラップを買取りし、種類ご
とに分別した後に資源として売却します。また、菰野町の資源回収や子供会等の廃品回
収を行い、地元の環境保存に努めています。

■主な仕事場所
三重県 本社：三重県四日市市午起２丁目１−５

7：50～ 朝礼全スタッフでの朝礼
1日のスケジュール確認、作業時の注意
事項、連絡事項等を共有。

8：10～ 回収へ出発
車両の点検をした後、お客様のもとへ出
発。 効率の良いルートを組みます。安
全第一で運転し、回収作業を行います。

10：00～ 休憩時間にスケジュール確認
休憩。新たな回収依頼やお客様からの問
合せがないかを、スマホから専用システ
ムで確認。

12：45～ お昼休憩後は構内で作業
引き取ってきた廃棄物を構内で重機や破
砕機を使って分別・処理。金属やビン、
良質なプラスチック等はリサイクル製品
として再利用できるようにします。

14：00～ お持込みのお客様対応
廃棄物や金属スクラップをお持込みされ
るお客様を対応。
持ち込まれた物を検収し、処分費や買取
り金額の値決めをします。

16：00～ 翌日の準備
翌日のスケジュールを確認し、車両の準
備や搬出する廃棄物の荷造り等をします。
回収に行く現場状況やルート、お客様か
らの依頼内容を確認し、万全の状態にし
ます。

仕事の流れ

廃棄物工場の様子

企業から排出される産業廃棄物を収集運搬し
中間処理・リサイクルをしています



「棄てる」から、未来を発想する。資源リサイクルと廃棄物処理の仕事

三岐鉄道ホームページ紹介（https://www.sangirail.co.jp/）

マグネットクレーン
操作

スタッフによる電話
応対or持ち込み応対

営業（提案）活動 HPでの廃棄物情報
（コラム）の発信

金属を巨大マグネットを使って種
類ごとに選別。

親切・丁寧をモットーに問合せやお
持込みで来社されたお客様を対応。

HPではお客様に向けて、最新の法改
正情報や廃棄物の適正処理に必要な情
報を毎月発信しています。

佐々木さんのインタビュー
が閲覧できます。左のQR
コードを読み取ってご覧く
ださい。
動画は、YouTube上にアッ
プロードされています。

健康推進事業所 認定 ISO14001認証取得10年
継続の記念品

全国健康保険協会が推奨する「健
康事業所宣言」を行い、特に積極的
に取組む事業所に認められ、「健康
推進事業所」に2017年より認定され
ました。

2002年に三重県では業界に先駆けて
環境マネジメントシステムISO14001を
認証取得。写真は10年継続の記念品。

先輩社員からメッセージ

担当営業がお客様からのご相談や回
収方法や処理・リサイクル方法のご提
案をします。

株式会社ミズノ
佐々木秀樹さん

廃棄物業界の仕事ことに興味をもったきっかけ

仕事のやりがい、やりがいを感じる場面

廃棄物業界のことを知らない人（学生）に
向けたメッセージ

公式ホームページ見てね！



霞コンビナートの環境と安全
を守り支える会社 産業の発展と環境保全は、バランスが大切です。バランスが崩れてしまうと環境汚

染や産業の衰退など地域全体に影響が及びます。産業に伴い発生した汚水をきれい
にして自然に返す取り組みは、まさに産業と環境の共生を実現した社会です。

環境の仕事 団体名： 霞共同事業株式会社

コンビナートの生産活動により発生す
る排水には、酸性やアルカリ性を帯びる
ものや、有機物（油の仲間）を含むもの
があります。このような排水をそのまま
海に放流すると、海の汚染につながり、
生態系に悪影響があります。

共同排水処理施設では、霞コンビナー
ト各社の排水をパイプラインで受入れ、
中和した後に、活性汚泥法という微生物
（数ミクロン～数十ミクロンの微小な原
生動物や藻類）の力を利用した方法に
よって、有機物を分解し、無害化して、
きれいな水を伊勢湾に放流します。

【共同排水処理】水をきれいにする仕事

■ 仕事の紹介
1971年（昭和46年）6月、霞コンビナートの誕生と同時に、霞コンビナート

を構成する各社の共同出資会社として設立されました。コンビナートの共通設
備を一括管理することによるコンビナートの効率的な運営、および公害防止対
策による行政・地域社会への信頼向上に寄与することを目的としています。主
な共同事業としては、桟橋、配管橋、配管架台、環境緑化、道路などの共同設
備の保有、保守、管理、運営を始め、コンビナート内における診療所業務、共
同消防業務や警備業務、共同排水処理などがあります。

■主な仕事場所
霞コンビナート 本社：三重県四日市市霞１丁目１番地

防災、保安 施設管理環境保全

若いスタッフも頑張っています
（共同排水処理施設にて）

★若い力も大活躍中★

霞共同事業は霞コンビナート各社
の出資によりコストセンターとして
運営しているため、利益目標があり
ません。従って、数字で評価される
ことが少ないですが、
「霞共同のお陰で助かった！」
などのお声を頂くと、努力してきて
良かったと思えます。

今後も切磋琢磨し、排水処理のス
ペシャリストとして霞コンビナート
各社の期待に応えていきたいです。

写真は、霞コンビナート 排水が処理施設
に入ってくる様子



霞共同事業さんの排水処理の流れ

団体からのお知らせ
・ホームページをリニューアルしました。是非、ご覧ください。

霞共同事業さんのホームページ紹介
（https://www.kkj.co.jp/）

環境負荷低減のために

①排出会社（霞コンビナート内の工場）か
らの排水を個別に連続監視し、排水処理ト
ラブルを未然に防止する。（送液される排
水が通常とは異なり、汚濁負荷が高くトラ
ブルを起こす可能性がある場合は、排出会
社に低減をお願いすることもあります。）

①海に放流する水質規制を絶対に守るた
め、各社からの流入排水水質の異常を見
逃さないこと。
②職場環境を可能な限り改善して、排水

処理運転員の健康と安全を守ること。
③利用会社の生産活動に支障を与えない
よう、どうすれば非定常排水や負荷変動
を適正に処理できるのか、利用会社と
日々情報交換を行い、トラブル防止に努
めること。
④省エネ運転や合理化を徹底し、処理コ

ストを下げることにより、利用会社の利
益に寄与すること。
⑤行政からも、地域住民からも、利用会

社からも「霞共同事業があれば安心」と
思ってもらえる会社にすること。

・今後の狙い、方向性
コンビナート各社のプラント操業度は

その時々の景気や社会情勢によって変動
し、排水負荷もプラント操業度に比例し
て負荷変動がありますが、今までの経験
と知見を活かして、合理的かつフレキシ
ブルに対応できる設備とスタッフにして
いくこと。

仕事のこだわり
大切にしていること

←要望があれば排水処
理施設の見学を受け入
れています。

排出される環境負荷を低減するため、特に次のことに留意しています。

②各社で発生した非定常排水の事前連
絡を徹底し、急激な負荷変動を防止し、
適正な処理を実施する。微生物たちの
能力を越える排水が流れてくると処理
できなくなる可能性があるためです。

③排出会社プラント運転員に対する
排水処理勉強会を定期的に開催し、ど
んな排水を送るとトラブルになるかな
ど、環境に対する意識と知識を高めて
います。

きれいになった
水の様子



環境にやさしい鉄道・貨物の
環境価値を高める

鉄道事業で大切にしていること

鉄道は、自動車やトラックと比べて、移動に伴う排ガスや温室効果ガスの排出が少
ないことはすでに知られています。三岐鉄道さんは、鉄道の環境価値を更に高める
ため、パーク&ライドの積極的な推進やサイクルバスの運行に取り組まれています。

環境の仕事 団体名： 三岐鉄道株式会社

地域密着志向のローカル線

安心・安全・安定輸送を目指し車両の保守管理をはじめ線路修繕や運
転士の健康管理などに取り組んでいます。

台風や雪などで運行できない時は、ＳＮＳを用いて遅滞なく運行情報
を発信しています。ご利用されるお客様に快適にご乗車頂けるよう努
めています。

イベント企画として、夏休みスタンプラリーや親子ツアーズの他、鉄
道キャラクター誕生、地元サッカークラブとのコラボ乗車券や沿線入
浴施設との企画乗車券など地域に密着して沿線住民様のみならず多く
の方にご乗車頂くよう利用促進活動をしてます。

三岐鉄道は２０２１年７月に開業９０周年を迎えます。
「地域とともに」をスローガンに地域に根差した公共交通機関として
安心・安全・安定輸送を目指してまいります。

【三岐鉄道では、このような仕事ができます】
・鉄道を活用した環境取組の企画
・電車や貨物電車の運転
・鉄道の整備、保守作業

（レール、ポイント、遮断機、架線などの交換作業）
・運行管理（電車が安全に走行できるように管理しています）
・駅員、乗務員

鉄道を運行すること自体が環境にやさしい行為です。

■ 仕事の紹介

鉄道（旅客・貨物）、乗合バス、貸切バス、旅行業（国内・海外）
サービスエリア（飲食店・土産物店）商事、石油販売、不動産、出荷
請負業務

■主な仕事場所
三重県北勢地域の鉄道沿線 ※観光業は、全国
営業キロ：鉄道 48.0km（三岐線27.6km 北勢線20.4km）

バス 49.5km
本社：〒510-8014 四日市市富田三丁目22番83号

今回は、鉄道に特化して紹介します



持続可能な公共交通を目指して！地域社会と歩む鉄道事業

団体からのお知らせ
・高卒、大卒の採用を行っています。是非、エントリーしてください！

三岐鉄道ホームページ紹介（https://www.sangirail.co.jp/）

通勤・通学に便利な
「パーク&ライド」

環境にも健康にもやさしい
「サイクルパス」

地球温暖化防止に
寄与する鉄道貨物輸送

地域とともに歩む
鉄道をめざして

三岐線のほとんどの駅と北勢線の
多くの駅で、電車をご利用のお客様
専用の無料駐車場・駐輪場を設けて
おり、お客様にも大変好評です。
マイカーが無くても安心！
自転車での行動範囲が拡がります。

三岐線の下記の区間では、
無料で車内に自転車を持ち込めます。
【三里～西藤原間】
★終日持ち込みできます
【大矢知～三里間】
★土日祝および春休み・夏休み・
冬休みの９：００～１６：００

今や全国の私鉄ではほとんど見かけ
なくなった貨物列車ですが、三岐線で
は太平洋セメント㈱藤原工場の製品や
原料等を専用貨車で鉄道輸送しており、
一度に大量の荷物を運搬する貨物列車
の運行により、物流におけるCO₂削減
に貢献しております。

何百トンもの荷物を一度に運ぶ鉄道
貨物輸送は物流の優等生です。

地域の自然環境や住民の皆様の暮ら
しと密接に関わっており、近年はまち
づくりと連携を図りつつ、魅力ある駅
づくりを進めております。また、子ど
もから大人までが鉄道に親しむことの
できる西藤原駅前公園や貨物鉄道博物
館（丹生川駅）など個性あふれる施設
が、地域の方々と駅とのつながりを深
めています。
地域との連携を図りながら、環境に配
慮した駅づくりを進めています。
地域密着志向のローカル線、それが三
岐鉄道です。

環境にやさしい鉄道・・鉄道は、環境にやさしい交通機関です。
三岐鉄道は、鉄道を活かして、更に環境に良い交通機関を目指しています。

貨物列車写真

近鉄富田駅西口駅舎に太陽光パネル

平成20年11月に完成した近鉄
富田駅西口駅舎では、屋上に
太陽光発電設備を備え
資源の有効利用と
ＣＯ₂排出削減に
取り組んでいます。



河川環境に配慮した
治水工事 開発イコール環境破壊ではなく、堤防の強化や災害に強い川づくりと配慮するべき

自然環境を考え、工事を行うことは自然共生社会に不可欠です。現在は、グリーン
インフラの整備が当たり前になりつつあります。

環境の仕事 団体名： 株式会社信藤建設

写真：水中ブルドーザー

河川に土砂が堆積すると大雨などの
災害時に、川を流れることができる水
量が少なくなり、堤防を越えて水が溢
れる危険性が高まってしまいます。

そこで、河川を管理している国土交
通省や三重県などの河川管理者と呼ば
れる所が土木建設業者へ、堤防の強化、
修繕、河川に堆積した土砂の除去を依
頼し、仕事が動き出します。

川に堆積した土砂の撤去

ドローンも活躍中

工事前に、作業が効率的に進む
よう工事を行う場所の距離や土砂
がどれくらい堆積しているか調べ
る作業を行います。
※測量という。最近では、
ドローンが活躍しています。

■ 仕事の紹介

週休2日です。河川の工事は、主に、雨の少ない10月から5月までに行
います。河川の工事以外にも、北勢バイパスなど道路工事も行っています。

主な仕事は、施工管理です。河川や道路の
工事を発注する国土交通省や三重県が定めた基準に
合うように、工事を行います。

重機や測量を行う関連会社の人たちと連携して
工事を完成させます。

■主な仕事場所
三重県内 本社：三重県四日市市川合町2番地

河川の地形

色で土砂の量の多い
少ないがわかります

撮影した写真から河川の地形、た
まっている土砂の量を計測します。
こうすることで、ドローンで撮影
した写真からたまっている土がど
れくらいあるかわかります。



川の環境を改善する工事の手順や環境配慮工事

団体からのお知らせ
・高卒、大卒の採用を行っています。是非、エントリーしてください！

信藤建設さんのホームページ紹介
（http://www.shindou-kk.co.jp/）

①河川に重機が
降りていく道の整備

②重機を使って本川と
工事場所を分ける
★環境配慮工法★

③河川に堆積した土砂の搬出
大型ショベルカーと
ダンプカーが活躍

まずは、作業の中心となる重機（機
械）が工事場所まで走行するための道
を作ります。

時には、重機の通り道を整備するた
めに、河川にはえているヨシなどの植
物の草刈りや木々の伐採も行いますが
重要な植物がある場合は、道を変える
などし、環境に配慮しています。

たまっている土砂を取り除くとどう
しても濁りが発生します。濁りによっ
て環境を悪化させてしまうため、川の
本川と土砂を採る所を土のう袋（土を
つめた袋）で仕切ります。

川の土を救い上げる重機（パワーショ
ベル）と土を運ぶダンプカーが連携して、
土砂を運び出します。大きな川は、水深
が深く、流れのある場所では、通常のパ
ワーショベルによる作業ができません。
そこで、水中ブルドーザーを使って、水
深の深い川の土砂を採ることもあります。

貨物列車写真

環境配慮の工夫 油流出対策

建設機械から万が一、川の中で作業を
行っている時に、故障などによって油
が流出してしまえば、河川の生態系に
影響を及ぼしてしまいます。
そこで、常に工事現場には、油を吸着
させるマットや中和する薬剤が常備さ
れています。

自然環境への配慮
（環境配慮工事の提案）

希少な動植物が生息していた場合専門
的な調査を行い、どうすれば保全できる
のか考えています。また、生物の調査研
究を行っている方の情報を参考に、重機
の通る場所や土砂をとる場所を変えるな
ど対策を行います。

工事を発注する国や三重県など河川管
理者に対して、自然環境の保全方法につ
いて、地域に精通した建設業者の視点か
ら提案することもあります。

濁水

本川水

環境配慮の工夫 散水

砂ぼこりが出ないよう散水車で水
をまいています。ダンプカーなど
のタイヤから道路に落ちた泥など
をきれいにすることも大切な作業
です。

自然環境に配慮

必要に応じて、保全方法を考案

環境団体の意見も参考にする



街の緑に携わる仕事
企業の専門性や特色を活かし、身近な公園やマンション、広場などの緑を街の人々
や自然が末永く共生できる空間を作っています。管理の際は、生物多様性保全や外
来種の駆除なども行っています。環境の仕事 団体名： 有限会社麗峰園

写真：庭での作業

マンションの木々の剪定 個人のお庭のお手入れ

街路樹の剪定 土砂止めの設置工事

天然記念物の保全作業 公園の芝の管理

造園業で活躍する
重機、車輌

造園の仕事では、小型のショ
ベルカーやクレーン、清掃車
（パッカー車）などの車輌が活
躍しています。その日の仕事の
内容に合わせて、様々な道具や
車輌を選びます。

他に、市内の街路樹（道路横の木々）剪定などの維持管理、市内公園の芝管理など維持管理
・天然記念物が生息する四日市市内の沼、山林や竹林の管理の仕事もあります。

■主な仕事場所
三重県内、四日市市、菰野町、愛知県 本社：三重県四日市市生桑町55

主な仕事

写真：街路樹剪定



造園の仕事のスケジュール 身近な緑が活かされるよう職人たちが工夫をこらします！

新藤建設さんのホームページ紹介（http://www.shindou-kk.co.jp/）

高木には、高所作業車
を使うこともあります

８：００ 事務所出発
８：１５ 現場到着お客さまと

剪定イメージ打合せ
８：２０ 職人打合せ。

作業段取り
注意事項再確認

８：３０ 剪定作業開始
１０：００ 休憩
１０：３０ 剪定作業再開
１２：００ お昼ご飯
１３：００ 剪定作業開始
１５：００ 休憩
１５：３０ 掃除

★掃除の仕上がりが
一番大事★

１６：３０ お客さまと仕上がり
確認、虫被害
（その他報告相談）

１６：４５ 現場出発
１７：００ 事務所到着、解散

個人宅 お庭のお手入れの場合 個人宅に木を植える場合※木を植えることを植栽と言います。

８：００ 事務所出発
８：１５ 現場到着
８：１５ 職人打合せ。作業段取り

現場全体の作業直前下見、注意事項再確認
８：３０ 作業開始

・道具、植える植物の荷下ろし、配置
（物の配置は効率よい作業のために重要）

・植穴、拵え植える予定の植物の配置、
根っこの大きさなどを考えながら、植えた後の全

体像をイメージしてからそれぞれの植穴の位置を
決める。イメージがつきにくいときは、
植物を仮置きする。

・家や周りの風景とマッチするか

１０：００ 休憩
１０：３０ 作業再開
１２：００ お昼ご飯
１３：００ 作業開始

・植え込み
（外壁や他の植物などあれば、木の種類によって、日

陰に強い弱い、枝が伸びすぎるなど、特徴に注意し、
見栄えよく植える）
・枝の角度などはこのタイミング調整

１５：００ 休憩（お茶をいただく）
１５：３０ 支柱拵え
１６：１５ 仕上がり確認
１６：３０ 現場の掃除清掃
１６：４５ 現場出発
１７：００ 事務所到着、解散

★麗峰園さんからメッセージ

造園業は、毎日公園や道路、マンション、個人宅など皆
さんが見かける緑に接する仕事です。お手入れ次第で、見
た目もきれいになりますし、鳥や昆虫などの生物にとって
好ましい環境を作ることができます。

仕事は、植栽の選定やお庭のデザインから木々の剪定、
お庭の工事など多岐に渡ります。近年は、外国からやって
きた植物が見られるようになってきましたので、できる限
り作業中に見つけたら駆除するようにしています。

麗峰園 加藤さん
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