
株式会社 林田産業

私たちは地球の「掃除人」

地球環境浄化と保全の為に

お客様とのコミュニケーションを図り

社会貢献します

株式会社林田産業は昭和30年の創業以来
一般廃棄物処理等の事業を通して

常に地域や自然と共生しながら歩み続けてきました。
21世紀、私たちが目指すのは地球の「掃除人」（SOJININ)です。

〒811-3217 福岡県福津市中央5丁目12番1号
TEL  0940-42-0444（代）　　FAX  0940-42-1787

mail   info@sojinin.co.jp



きれいな地球環境を未来へ
それが私達の使命です。

林田　賀津利

昭和50年6月2日

〒811-3217
福岡県福津市中央5丁目12番1号
TEL 　0940-42-0444
FAX 　0940-42-1787
E-mail info@sojinin.co.jp
URL 　http://www.sojinin.co.jp

2,000万

54名

福岡銀行 福間支店
西日本シティ銀行 福間支店
福岡県中央信用組合 福間支店
宗像農業協同組合 西福間支店

福岡県 福津市
福岡県環境整備事業協同組合連合会
JA佐賀 JA直鞍 JAうすきたまごファーム株式会社

一般廃棄物収集運搬（し尿汲取・ゴミ収集運搬）
産業廃棄物収集運搬（汚泥運搬・ゴミ収集運搬）
浄化槽維持管理・清掃 
公共下水道処理施設維持管理
ポンプ場維持管理
農業集落排水施設維持管理
土木建築請負業（公共下水道管路埋設工事等）
一般廃棄物中間処分（木くず・草・竹）
産業廃棄物中間処分（木くず）
  ※パレット、建築廃材等を除く

  

代表取締役

設立

本社所在地

資本金

従業員数

取引金融機関

主要取引先

事業内容

林田産業
Email info@sojinin.co.jp
URL http://sojinin.co.jp

株式会社林田産業

地球の「掃除人」の仕事地球の「掃除人」の仕事
地球の健康管理と病気の予防・治療地球の健康管理と病気の予防・治療

地球の健康診断地球の健康診断

国際環境規格
ISO14001認証取得

ISO14001

1枚目オモテ



浄化槽管理士　
下水道3種　
浄化槽技術管理者　
浄化槽設備士
下水道管理技術者（管路施設）　
第1種電気工事士　
第2種電気工事士　
1級電気施工管理技士
1級管工事施工管理技士　
2級管工事施工管理技士　
1級土木施工管理技士　
2級土木施工管理技士
酸素欠乏硫化水素危険作業主任者　　
産業洗浄（高圧洗浄作業）技能　
ボイラー技士2級
ガス溶接技能講習修了者
破砕・リサイクル施設技術管理士　

屎尿処理施設技術管理士（2級）　
危険物取扱者（乙種）第4種　
一般廃棄物最終処分場技術管理者　
産業廃棄物収集運搬課程修了者　
産業廃棄物中間処理施設技術管理者　
福岡県下水道排水設備工事責任技術者
浄化槽清掃実務者講習会修了者　
小型移動式クレーン運転技能　
玉掛技能　
フォークリフト運転技能　
小型建設機械　
大型建設機械　
チェーンソー安全講習修了者　
刈払機安全講習修了者　
アーク溶接技能講習修了者
農業集落排水施設維持管理者技術特別講習会修了者

資格

ISO14001取得
浄化槽保守点検業登録 福岡県第55号
財団法人福岡県浄化槽協会員
保守点検業 第84号 清掃業 第59号
福津市廃棄物処理取扱許可業者
浄化槽清掃業/し尿取扱業/ごみ収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業許可

許可登録
特定建設業許可-福岡県知事(特-21)第26616
福岡県木材業者登録福木連1526号
認定林業事業体 認定番号1-32
一般廃棄物中間処分業（木くず、草）
産業廃棄物中間処分業（木くず）（根株、伐採木及び末木枝条に限る）

きれいな地球環境を未来へ
それが私達の使命です。

1枚目ウラ



林田産業
Email info@sojinin.co.jp
URL http://sojinin.co.jp

きれいな地球環境を未来へ
それが私達の使命です。

衛生課

終末処理場維持管理課 福間浄化センター

浄化槽課

保 守 点 検 清 掃 法定検査
浄化槽内に溜まった汚泥などを
抜き取る作業や内部設備の洗浄
を行います。

浄化槽が適正な維持管理により
初期の処理機能が発揮されてい
るか否かを保守点検・清掃の状況
を中心として検査するものです。
　　　　

浄化センターは主に、都市部の汚水(おすい)を地下水路などで集めたのち公共用
水域へ排出するための施設・設備の集合体であり、多くは浄化などの水処理を行
います。弊社では、汚水を微生物の力で浄化するための「微生物管理」及びそれに
伴う、各種機器設備の点検水質試験・場内の美化など快適な生活環境の一因を
担っております。

福岡県福津市（旧福間町）において３０年あまり、し尿の汲取りを行ってい
ます。バキューム車７台を有し、市民とのコミュニケーションを大切にし
ています。グリストラップの汚れの洗浄から汚泥の回収まで致します。

河川や湖・海は年々汚れがひどくなっており
ます。それらの最大の原因は、私達の便利
な生活がもたらす生活排水です。林田産業
では経験豊富な浄化槽管理士が多数在籍
しており、家庭用から大型浄化槽まで、適切
な維持管理体制を整えています。すべてを
安心してお任せください。

プロの確かな目で機械の点検、
調整、補修や消毒薬の補給など
を行います。

2枚目オモテ（2枚目裏白紙）



2枚目ウラ（白紙）



きれいな地球環境を未来へ
それが私達の使命です。

塵芥課

ごみの臨時収集

※５０㏄バイクのオイル・バッテリーは収集できません。
※家電リサイクル品（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン・パソコン）は、収集できません。
※その他にも回収できない廃棄物がございますので、詳しくは収集作業員までお問い合わせください。

塵芥部門では、福岡県福津市（旧福間町）において30年あまり、約7,600世帯を
対象にゴミの収集運搬を行いながら、きれいな町つくりを目指しています。建物
解体（工事・倉庫・住宅など）、引越の後片付け、一般家庭の粗大ゴミから産業廃棄
物までなんでも処理します。お見積もりも無料です。お気軽にご相談ください。

（株）林田産業本社（電話：0940-42-0444）までお問い合わせください。

お客様より回収した廃棄物は、適正に指定工場にて処分いたします。

作業完了時に現金にて回収費用を承ります。同時に「作業報告書」「領収書」をお渡しします。

ご希望のお時間に作業を開始いたします。お客様のご予定・ご事情を最優先します。

収集担当より折り返しご連絡させて頂き、収集日時やお見積をご提示いたします。

粗大ごみ、引越しごみ、不用品処分、倉庫・納屋の片付け、
大量のごみ処分等、お困りの際はご連絡ください！

収集の流れ

1 お電話

2 お見積
（お見積り無料）

3 作業開始

4 作業完了

5 処 分

林田産業
Email info@sojinin.co.jp
URL http://sojinin.co.jp
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きれいな地球環境を未来へ
それが私達の使命です。

建築用軽量骨材 プラスチック原料 飼料

塵芥ゴミ管理課（イオンモール福津店）

ビン

鉄鋼資材
アルミ缶用

生ごみ 魚アラ 段ボール 雑誌
カタログ 新聞紙 牛乳パック

肥料・飼料 段ボール原料 トイレットペーパー原料

スチール缶
アルミ缶
その他缶

衣類
カーペットの材料

ペットボトル 食品トレー
発泡スチロール

ビニール
PPバンド

廃プラスチック
廃油

分ければ資源！

福岡県福津市にあるイオンモール福津店においてごみ庫管理を行い、豊富なノウハウを生かしながら、分別リサイ
クル指導（教育）を行っています。

土木資材

可燃ごみ
割り箸

地球環境保全に全力で取り組みます。

グラスウール レアメタル回収 鉄原料、セメント原料、固形燃料など

蛍光管 電池 粗大ごみ 不要什器類 ガラス
陶磁器類

堆肥

汚泥

3枚目ウラ



グリーンリサイクル課

グリーンリサイクルセンター所在地

中間処理場（木くず）
通常、木や剪定枝葉（庭木の手入れに出る枝葉）、草や竹は、不要な
ものとして焼却処分され、「ごみ」としてそのまま埋め立てられてお
り、実にもったいない状況です。グリーンリサイクルセンターでは、
剪定枝葉・草・樹木を破砕機にてチップ化し、農業・工業分野で利活
用しています。特に日本では問題となっている放置竹林問題を解決
するために、竹の買取や竹資材の活用に力を注いでいます。

きれいな地球環境を未来へ
それが私達の使命です。
きれいな地球環境を未来へ
それが私達の使命です。

作業フロー

伐採した竹や工場に搬入された竹を
竹資材としてリサイクルします。

竹林伐採工事

揉摺機・切削機にかける

チップ化

製品化

九州自動車道
古賀インターチェンジ

国道3号線
ココ

至北九州

至福岡

●

イオンモール
福津

●
古賀サービスエリア

流

上西郷

→

→

株式会社林田産業　
グリーンリサイクルセンター（中間処理場）
〒811-3204 福岡県福津市舎利蔵274
TEL： 0940-35-886５　
FAX: 0940-35-8867

一般廃棄物処分業：（福津市）
産業廃棄物収集運搬：（福岡県）
産業廃棄物処分業：（福岡県）
特定建設業                

林田産業

Email： greenrecycle@sojinin.co.jp                    

URL http://sojinin.co.jp
Email info@sojinin.co.jp

■受付時間
   午前   9：00～12：00　
   午後 13：00～17：00

■休業日　
   日曜・祝日
   年末年始 旧盆

法面吹付けの基材、農業資材（土壌改良材）や生ごみ堆
肥基材として利活用されたり、製紙用パルプ材として出
荷し製紙工場で竹の紙として製品化されます。

4枚目オモテ



伐採～収集運搬～処分まで (株)林田産業グリーンリサイクルへお任せください ！

一貫したシステムで低コスト実現を目指します。
伐採～収集運搬～処分まで、林田産業へお任せください。

現地お見積
※無料

伐採工事 収集運搬 破砕処理 チップ化

枝葉チップ製造フロー

搬入された剪定くずを
仕分けし荒破砕します。

枝葉チップの完成！ 農業資材（土壌改良材）
牛舎敷材などで利用さ
れます。

工場にて破砕機へ
投入すると･･･

切削チップ製造フロー

搬入された木幹を仕分けします。 広葉樹チップは製紙用パルプ材として、針葉樹
チップは、エクステリア資材として利用されます。

工場にて切削機へ
投入すると･･･

チップの完成！

きれいな地球環境を未来へ
それが私達の使命です。
きれいな地球環境を未来へ
それが私達の使命です。

伐採工事・収集運搬

4枚目ウラ



株式会社 林田産業

私たちは地球の「掃除人」

地球環境浄化と保全の為に

お客様とのコミュニケーションを図り

社会貢献します

株式会社林田産業は昭和30年の創業以来
一般廃棄物処理等の事業を通して

常に地域や自然と共生しながら歩み続けてきました。
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